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△本曾曾員の小阜校教師諸氏に
は無料配布す

書のみも分譲す︒

△本曾々員の小畢校及其の激砺を有する
小畢校の他の教員諸君には含員の紹介
を以て一冊金七銭︒詮料金二鰻にて本

癖銅跨亘理章三郎

○尋常小畢修身書経四二︑三月教材〆第二十五・第二十六・第二十七
○高等小躍修身書詫貢四月識材﹄第一

︻小畢修身書妙躍説と取扱︼

○修身の教案とその活川︵綾︶睡繊銅轄川島次郎

○圃民精祁綿動員と教育者

︻伽究及思潮︼

○憲法渡布五十年呪賀式典に於て賜はりたる勅語
○明治三十七年露図に封する宣戦の詔勅

﹃巻頭︼

◎三月第三巻第一読目次

一園閏民道徳の振興は先づ小畢校の修身教育の徹底より始を
ろ﹂本書は文部打の小事修身書綿墓の趣旨に基き︑修身料の
本質に開するもの︑修身教授の賞際に開するもの︑畢校行嘱
に閥するもの︑月脅の教材に閥するもの︑各巻の解説及取扱
に開する記事逓斯道の柳威春により月々筆を執られたるもの
で︑教科書や︑教師川を更︒﹄徹底活用せしむる参考に費せん
とす︒直に国民教育を重大たりとし︑固民道徳の振興を念と
せらるる図民教育者諸氏の何卒有効に御利用あらむとととし

圏全風小畢校教師諸君に望む
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本曾柊身曾員松崎伊三郎氏には数年来紀元の佳節を期し本曾の維持費中に御寄
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附を賜はりつつありしが︑本年も去二月十一日紀元節の営日左の如く御芳志を

吐圏
法人

︲辱ふせり︒弦に曾告諺し以て御厚一意を感謝す︒
一金壷百園也︵本曾維持喪中へ寄附︶
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岬憲法謹布五十年式典に際し政府は憲
二法月
十一日午後一般国民に封する告詮及官吏に鋤︾
謹布五十年式典に際し政府は二月十一日午後一般国民に封する告論及官吏に封
﹀式典に賜ばり丈ろ勅語

昭和十三年二月十一日

圃

じ自ら格勤精勤して時務の承きに任ぜむことを望む
昭和十三年二月十一日

の理想を中外に褒揚して立憲の鴻猷厘礁へ奉らんこと韮期すぺし宜しく勅語の聖旨を奉

本日憲法登布五十年に際し聖恩宏大僻に恩赦の恵津を施し給ひ更に祝賀式典走畢行するに
樹リ畏くも御名代秩父宮殿下の台臨走辱うし特に優渥なろ勅語を賜ひ臣民輔翼の道走諭し
給ふ聖慮宏遠拘に恐擢感激に湛へざるなり乃ち内閣告諭を蕊し全園民悉く其の分に於て忠
誠を致し以て皇蓮を扶翼し奉るべきを期待せり
凡て職走官に奉する者は施政奉公の孟責に顧み常に時勢の進蓮必察し須らく大憲の膝章を奉
迩して葱らず共の職司に悟循して布も私ある無く和協一心至忠至誠以て報敦の誠を数し肇函

令

に堪へず
恭しく惟ふに明治天皇憲法を欽定し給ひもって肇園の本義を胴徴にし臣民翼賛の道を贋め
総ふ是走←って関家の韮韮益々誰く寓民悉く奉公の道を得たり爾来星霜ここに五十年幽運は
振暢し国威は宣揚せらろ謹みて聖徳鴻業を仰ぎ奉る
今や肇図の理想鵡願場するの資力内に充溢し東亜永遠の平和を確立するの局面外に展開す
凡そ立憲治下の馴民衣ろもの宜しく立憲の本義に稽へ憲章奉迩の途を癒らず常に世局の進展
韮察して奉公の方途を岡ろぺし現下希右の時局に隙倉し幽民悉く其の分に於て忠誠走敦し和
協一心克く鯛盤の精華ル溌揮して皇運を扶翼し奉ろは蓋し聖慮に鰹へ奉る所以にして是れ
本大臣の深く全幽民に期待する所なり

本日憲法壷布五十年に際し聖恩宏大特に恩赦の恵浬を施し給ひ更に覗賀式典を行ふに賞り
畏くも御名代秩父宮殿下の台臨悲辱うし特に優渥なろ勅語を賜ふ聖慮宏遠淘に恐擢感激
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恥昭和十三年二月十一日憲法褒布五十年配賀する訓
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泊を龍くずれば︑是等の率は皆皐ぱずして龍くすべしと云ふば未だ聞かざる廓⁝．識に着ょ凧

るの道あり︑民を治むるには民を治むるの道あり︑訟を蕊くには訟を蕊くの道あり︑一の孝道州

般の事業に膳用し得べき者に非ず︑君に事ふるには君に事ふるの道あり︑官に居るには官に居川

る善行ありとも観るに足らず︑然れども孝の行は父母に事ふるに止まる者にして︑之を以て葛川

夫孝は人の高行にして人道中の最も美行なる者なり︑若し父母に不孝なる者は︑他に如何なⅧ
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川

無知の賎民にして其の父母に孝なる者は往々之あり︑是等の賎民を擢んでて︑直ちに牧民の官州

淑叩翁畦蕊韓窪蕊識鮭濯羅擁婿蕊蕊謹蝿一
翁川

凧先蕊灘繊悪灘慶溌講蕊篭蕊蕊羅駄側

甚多し︒其中に於て論語に記する所の孔子の言は︑中和平正にして孝道の中庸を得たる者なり︑川

肺生醸諦駐憲雌蕊謹灘蕊嘩灘溝鐸悪蓬騨襲伽
川Ｅ■■日用

下に附馬せしめんと欲す︑世の孝行を馬さんとする者は︑尋常の行にては未だ足らずと馬し．州

帆訓却皿後慨に至り甚しく孝道を重くせんと欲し︑種々の論説を立て︑百般の善事を峯げて悉く孝道の州

逢に己が子を埋めて母を秀ひ︑己が肉を剣て病親に食はしむるに至れり︒後世二十四孝の像と川

云ふを作る者あり︑是等奇僻の人の行事を以て極めて賞す書へき乙とと馬して後に徳ふるより︑叩

孝道と云人事は容易に稚人の行ふ乙と能はざる者となれ６︒︵下膨

馴三三二三雇医涯婁一一三一三三三三三三三三三三三三一三三一三一三三三一三三三一三三三三三三三一三一三三三一三三三三三三三三三一三三三三三三三一三三三差三三三一三三三三一三三三一詞

人せ首猛てり奉へ迎態辰佳の節久地

達孝

地久節の佳辰を迎へ奉りて猛省ぜん

倉長伯爵徳

﹇︼

猛士矛を執って︑王侭に敵し︑批夫死を決して危地に赴くは︑家に蹄あって勇を働或し︑室を

●

り︑陰政自から理まりて︑陽和愈弔回かなり︒光輝は是を以て遍く︐繁築は是を以て豊かなｂ

夫れ天地位して︑寓物青し︑日月照らして︑四時行はる︒坤道内に正しくして︑乾綱外に張

言の賀意を表するなきも︑亦臣子の至情に於て鰯柳峡く所ありやの感なきを得ず︒

れても︑平年の佳例に従はせられずと池れ承はる︒さ奴ど今親しく此の佳節を迎へ奉りて︑一

畏くも九重の上に於かせられては︑一切の賀儀を罷めさせられ︑この日坤宮に於かせら

して︑叉稜威愈や八紘に耀くの賜にあらずして何ぞや︒

帝の時序や︑線墓も達人所なく︐乙児に地久節の佳辰を迎へ奉つるは︑これ豊に聖徳宏大に

の第二段階に入ったる畢圃一心の結束︑愈§固きを加へり︒此の邦家の大飛躍の秋を以て何青

今炉一揚げず︑風は峰を鳴らさ瞳る︑春の長閑けさにも心を緊め．勝って兜の緒を締め直しｊ事鍵

告ぐるに至らず︑十閏の蕊赫融なほ戦伐に従ふの時︑なれぱにや．我大八洲をなくて︑海は波

百花芥を吐いて錦を織り圃衆烏譜を新にして曲を奏づ︒固より現下支那の事鍵︑未だ維局を

川

命Ｊ

−

んせ省猛てり奉へ迎心辰佳の伽久地

守って憂を婚ふが馬めなり︒時の非常なると否とを問はず︑勢の一線素れざるは．其の大本や

賞に内助に在り︒天長くして地久しく︑覆ふ所至大にして︑載する所至厚なり至大至厚︑雨
者祁待って︑光輝あり︑繁築あり︒

敢ていふ︑長期抗戦に虎すべき今日︑堅忍持久︑不焼不屈の力慰能く大勢を制すべしと︐言

ふは易し・されど行ふは難し．事錘に庭して︑殊に其の然ろを見る・若し内助の功を度外に措
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き埴︑邦家民人の堅忍持久を説き慰不僕不屈を唱ふ︒翼なるかな沙上の楼閣︑歴筑の城郭︑所
謂口頭の職に外ならざるを奈せん︒

若し果して地久節を奉覗する所以の真意に誤りなからんか︒臣子の至情︑必らずや此の事鍵

未だ維らざるの営今に虚して︑内助の責果を大にし︑之を尺度として邦家の民人の持久力如何

を内助者先づ自ら測度すべきなり︒華美を舷ぴて︑質素を忘れ︑署修を競うて︑勤勉を厭典が

如き︑荷くも其の習い性となるに似たるは︑古今東西︑た瞳内助の資を畢ぐるの途上に於ける

一大障擬たらざるなし．この智︑この性︑こ奴弦に地久節を奉祝する所以の冥意と︑正に相背

馳す尋へし．産業の萎廃振はざる︑商工の沈衰甚しき︑此等は産業者︑商工者の善虚に一任すべ

し︺全固内助者の慮るべき所にあらず︒慮るべきにあらざるに慮り．却って自家の脚眼底を忘

却し去るは︐真に是れ堅忍持久＄不携不屈の陥葬たるべし︒

●

んせ省猛てり奉へ迎ル辰佳の伽久地

質素と勤勉とを敢行し通華美と蓉修とを離脆せん︲畢圃内助の力画これよ︐張きばなく唾又

これより固きばあらず︒長期抗戦の呼雛者を屈伏せしむるの力乙奴より有数なるものあるを見

ざるくし．唯此の一事︑これを方今事鍵時に於ける地久節奉祇の唯一無二なる真意義として覗

るべく︲之を外にして其れ奉祝の忠誠何れにか之を求むくけんや︒時序は︑雛祭の盛を促がし

来るべし︒されど乞ふ︑之を事鍵維局後の春三月に譲らん花見の新装も︑望むらくぼ之を事

鍵鎮定後の樫花節に延期せん︒願ふに此等は︑内助者の醇美を撹凱せしむるの誘惑ならずや︒

児女の篇に盲目たらんは︑賢母の本色にあらず︑吐交の偽に鵡数を趣ばんは︑良妻の本分江ら

ず︒猛士壮夫の外患を掃蕩するが如く︑内助者は其奴華美箸修の内憂を織定せん乙とを要す︒

此の如くにして始めて能く事鍵時の地久節を奉祇するの真意義を完うするに足らん︒畏くも

雲上に於かせられ︑すべて従来の賀儀を省かせらるるの時︑此の盛旨に副ひ奉る所以も︑亦此
に存すべし︒

芥を吐いて錦を織るの百花は︑醇美なる其の本色を失はず．譜を新にして曲を葵づるの衆烏

は︑真筆なる其の好一音を全用す︒婦人武士道の復興せられ︑内助愛風心の謹揚せらるＬの新生

面を開かんことを︑舷にこの地久節の佳辰を契機として︑中心切に翼求期待せざるを得ず︒請
ふ︑是を以て柳か此の佳辰を迎へ奉るの瀞となさん︒

5
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文四

額が三十億回に達するとて之れを庚田内閣に於ける馬場財政

いふこと之れである︒想ひ超さば昭和十一年秋には諜算の網

賀として四十億回以上の臨時軍事費を必要とするに於ては︑

回の公債を溌行すべく溌定せられてあり︑其の上︑支那事鍵

度に於ては右一般曾計と特別曾計とを合せて八億五千六百寓

之れは︑今後︑護行せらるべきもので︑其の上︑昭和十三年

のは十六億回で︑尚ぼ十六億二千三百寓回の未護行分あり︑

行漂定額三十二億二千三百寓回の内︑既に蛮行せられたるも

九十四葛八千五百除回に達したるに︑昭和十二年度の公債蛮

行額は昭和十二年十二月末に於て共の総額百十八億九千二百

経済畢墜服

現下の財政嘘﹂圃民生活

一

現下我が国財政の著しき特色は執れにするも日支事鍾の影

の老大諜算と穂へたのである︒而してそれよりも前︑昭和

近き金額は公債の溌行によらなければならず︑結局六十五億

其の内三億回は増税によりて鮪はるるとするも︑四十億回に

るときは百八十億回以上に上ることとなるのである︒我が財

回以上の公債護行となり︑既に護行せられたる公債と合計す

緊縮︑非募債主義遼唱へたのである︒然るに今や我が図の財政

は現に帝閏議禽に於て雰議せられつ上ある昭和十三年度の一

したるものなりと言はなければならぬ︒団運を賭しても︑執

れは解決しなければならない州題の解決に直面したろことな

政は日支事菱の篤めに俄かに移しき激増を示し︑甚しく膨脹

れば︑之れも亦必至の勢なりと言ふくきである︒．

れんとして居る︒其の総額果して幾何に達すべきや︑未だ其
の正確なる計数は溌表せられざるも︑陸海軍合せて其の要求

更らに近く帝図議酋には臨時軍事費特別曾計諜算が提出せら

般曾計の通常溌算は其の縄額二十八億六千七百鯨寓回に上り

之れを危隙線なりとし︑涜口内閣の井上財政は礎んに財政の

五︑六年の常時に於ては我が園の公債が六十億回に達すれば

響を受け︑其の金額恐るべく莫大なる金額に達しつつあると

郎

総額四十億回以上に達するとのことであるＱ而して公債の震
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部

下現

されど我が園力は最近︑我が餌民自らが未だ十分之れを認

の膨脹は之を避くるとと能はざるものである︒

して︑長期戦と畳悟しなければならず︑軍事費の増加と財政

賞現せんとする理想に反抗する以上︑我が閏も亦之れに封抗

援助に空頼みをして我が賃賞なる共存共柴や︑東亜の平和を

謡霊するに至るべきものなるも︑ソピヱート露西亜や英国の

其の圃民の大多数を塗炭の苦に陥れ︑絡には其の経済力をも

そのこと自媛︑支那に取りては極めて困難なることであり﹀

て日支事鍵の軍事費であり︑殊に支那にして長期抗戦を唱へ

が財政が潅大なる金額に達しつ上ある所以のものは︑主とし

支障を来たさ蝉ろに注意を要するのである︒而して現在︑我

財政上の負捲が一般︑経済や団民の経湾生活に何等特別なる

て之れを負婚するに敢て遊しき悶難を感ぜしめず︑又︑その

ぬ︒但し︑其の金額が莫大なりといふも我が経湾の資力をし

額に上りつ上あることは素より之れを否定することは出来

されど財政上の支出も︑公債の溌行額も極めて莫大なろ金

二

は其の戦費は僅かに二億五千蔑側なりしも︑歯時の我が幽富

に之れを我が国の過去の戦争と比鮫するも︑日清戦争に於て

も敢て之れが負捲に苦しむ状況では断じて無いのである︒現

識せざる内に長足の進歩護達をなし︑支那との長期戦を行ふ

活生民園と政財の

は百六十億回で︑国民所得は二億八千寓圃程度のものであっ

回となりしも︑団宮は二百二十七億回に上り︑国民所得は十

たのである︒日露戦争に於ては戦費は著しく増加して二十億

一億五千寓園と増加した︒戦費の国民所得に封する割合は日

清戦争に於て七割︑日露戦争に於ては戦費の内其の約二分の

一は外債によりて賄はれたるものなれば其の残額の十億回の

園民所得に鍔する割合は九割以上に相富したるものである︒

は伊太利が最高で九割五分︑悌露各盈九割︑英国八割七分︑

枇界大戦争営時に於ても各剛の戦費の馴民所得に封する割合

獅逸八割五分︑喚太利七割二分︑米園が最低で三割であった︒

而して各幽は各堂共の閲富の殆んど二分の一を戦費に使用し

現在我が園の閥富と閲民所得は幾何に達しつ上ありや︒極

たのである︒

五年即ち今より八年前に内閣統計局に於て調査せられたるも

めて正確なる計数は直ちに之れを知るとと能はざるも︑昭和

のは圃富は一千百一億回となり︑閲民所得は百四十億回とい

ふことであった︒以後我が園富も幽民所得も共に大に増加し

つょあることは川人も之れを疑ふとと能はざるもので︑園民

所得の如きは今や二百億回に達すべしとせらる上のである︒

のとせらるＸので︑現在我が闘民所得を内輪に百五十億回と

而して公債の護行額は国民所得の二倍位までは護行し得るも

兄彼れば︑我が園が三面億脚の公依を張行するも敢て驚くに

一

庁ｊ

足らないのである︒然るに我が財政並に公噛の総額は既に著
しく増加し︑尚ほ今後︑大に膨脹すといふも︑既に述べたる
が如き金瀬で︑日支事鍵が永久に総紬すれば格別︑長期戦に

デ︒︒

一一一

併しながら︑尚ほそれにしても︑財政上︑其の支出が著し
く膨脹し︑叉公侭の溌行額互額に達するに於ては鼓に北︿の図

民生派に及ぼす影響が能ふ限り︑軽微に回滑に行はる型に深
甚なる注意を挑ひ︑細心なる川意を以て之れに虚しなければ
節一に財政上︑其の支出激増するときは︑軍事費の如きは

ならぬのである︒即ち先づ︑

一時的臨時的のものであり︑且つその金額︑近代的戦争に於
ては巨大に達するものなるが故に︑公債に依らなければなら
ないものなりといふも︑公債のみに依るときは︑次に述ぶる
が如く︑之れに伴ふ各種の影響あり︑公債一天張りの財政は

るものであり︑俄かに蝦しき増税を行ふときは︑それが篇め

断じて健資庶るものにあらざるが故に︑増税によらなければ
左ら砲︒然るに増税は之れも亦︑経済上種糞なる影響を輿ふ

のたれば︑其の増税の程唆並に其の種類には周到なる注意を

に却って経済の誰達に不便を生ぜしむるとと少准からざるも

桃はなければならぬ︑それ故にこそ︑今や将に行はれんとす

るべく約三億回を標準とし︑所得税︑戦時利得税︑法人資本

る我が図の増税は臨時軍事費特別舎計諜算の財源に充営廿一ら

三種所得税免税軸千二百回を千回に引下げ︑次に物品特別税

税等︑直接税に封する増税を全増税綴の約三分の二とし︑錐

の推充を中心として消費税増徴を行ひ︑猫り著修品のみなら

ず︑生活の館二次的必要品にしても負婚力に除裕あるものを

も物品特別税中に加へ︑通行税︑入場料税︑葡萄浦︑燐︐寸に

も新税を設け︑既に郷草の再値上を断行し︑雌車だけでも約

一千高回の増牧を岡ることにした︒

併しながら︑第二に増税は巨大なる財政上の支出に封する

はるＬのである︒然るに公債は之れを中央銀行たる日本銀行

財源の一小部分である︒其の支出の大部分は公債によりて鮪

には公債の溌行は日本銀行に封する政府の預金の増加となり

に於て引受くるときは必要なる場合には紙幣︑さうして普通

ば︑公債の溌行可能額には別に特別なる限度なく︑多堂益糞

政府財政上の支挑は小切手を以て之れを行はしむるものなれ

排ずるが如きも︑其の公債にして︑更らに日本銀行の手を通

化︑行はれざるに於ては︑紙幣の場合叉は紙幣インフレ︑預

じて一般金融界及び一般献含に吸吸せられ︑所謂公憤の消

ーションを惹起し︑そのインフレーションも漸次悪性と今バリ

金の場合には信用イ﹀︾フレとなり︑執れにするも︑インフレ
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なればとて︑我が財政は尚ほ飴祢緯たたるものがあるのであ

祇生民図と政財●のT現

活生民図と政財の下現

て鵬ては貨幣慣値の下藩となり︑物慣を暴騰せしめ︑柊には

て篤替相場下落せざるときは輸出は益溌困難とならざる矛一得

のこと︑物資の不足に苦しむことなしといふことを得るも︑

に物資は自由に外剛より輸入することを得べく︑食糧は勿論

じてその輸入を制限し得べきものではなく︑次に外圃より原

といふも︑軍需品の輸入は我が国が戦争に従事する限り︑断

を行はなければ巌らない︒併し之れもまた一概に輸入の制限

鼓に於て︑固際牧支を適合せしむるが篇めには輸入の制限

ないのである︒

元来︑各種の天然資源に比較的に悪れざる我が園は戦争の場

殊に第三に我が閏は今次の事愛に於て制海椛を有するが故

経済界を混飢に導くことＬなる虞が談生するのである︒

合にも︑外図より輸入しなければならない物資は必ずしも少

の輸入を制限するときは勢ひ輸出をも自ら制限すること人も

料を輸入して︑之れに加工し︑再び外圃に輸出するものは其

なるが故に︑再び輸出の原料となるものは之れが輸入は濫り

しとしないのである︒而して斯る物資の輸入は一方に於て輸
出大に増進するに於ては敢て深く意に介するの必要なきも︑
然らざるに於ては闘際牧支の開係を我が園に不利ならしめ︑

これが篤めに篤替相場を下藩せしむる倶がある︒従前︑我が

なるのである︒

に制限すべきではなく︑結局︑園内に於て消費世らるｋ物費一
の輸入を主にして制限若くは禁止しなければならないとと上

９

園が金の輸出を禁止したる常初にありては篤替相場の下藩は
りしも︑今や駕稗相場の下藩は我が輸入品の債格をそれだけ

ぼ篤替相場を下落せしめざらんとするに於ては︑経には金の

か︑どうか︑之れも亦︑中登奔易ではないのである︑而も尚

されど斯る制限のみを以て我が団際牧支は適合せしめ得る・

騰貴せし肋︑我が凶の物償騰貴を一層激溌せんとするの開係

現送をしなければならない︒金は決して無講賊ではない︒葱

輸出を奨肋し︑犬にこれを躍進せしむるの故果ありしものな

にあり︑叉︑剛隙間五に経済的競争茜しく︑我が輸出品を鴬

に金の増産を刷らなければならないことＬなるのである︒

ばならないのである︒即ち弗一叫際牧支の適合を岡ることが

我が固民生活は以上述べたる線に沼うて考察せられなけれ

四

替の引下げにより低脈に輸出すれば︑各図は各種の手段方法
を誰じて︑我が峨入品を阻止せんとするの形勢にあり︑篤替

が物慨を騰貴せしむといぶも︑我が剛の現状は駕替相場を下

だ困難なる情勢にあるのである︒而して篤替相場の下落は我

現下の我が財政としては最も根本的なる喫緊事であるが︑そ

相場を下落せしむるも直ちに輸出を大に増進せしむるとと甚

落せしめずとも︑物償は騰貴するの傾向にあり︑物憤騰貴し

活生民国と政財の下現

なければならない︒既に羊毛や綿糸にスーァープル︒ファイ齢︿

職入侃の消費斧一能ふ限り節約せしめ︑その輸入を減少せし鉛

の使川を蝉︽脇し一Ｌ輸出を増進せしむると共に︑図民凡一Ｌに︑

れが鰯めには一方には生産費を能ふ限り節約し︑且つ代用船

り︑殊に賃銀其他俸給を受くるものは︑縦令それが増加する

等を除かば︑生計費の騰貴に苦痛を感ずるものが多数であ

騰貴と共に︑其の騰貴の利益を享有すべき財産を有するもの

怖勢の下に於て特別に有利なる地位に居るもの︑若くは物慣

鼓に物債騰貴に遅れるものなれば輪寧ろ殆んど凡ての場合︑

不利益の地位に立たざるを得ないのである︒されば︑之れが

も︑物慣の騰貴と同様なる割合を以て増加するものではなく

篇めに財政上に於ても特別なる考慮を桃ひ︑又︑物憤騰世を

１を混入せしめ︑純毛や純綿の使川は法律や命令を以て之れ
鹿するものは輸入を禁止することＡした︒函民として大に閏

を禁止し︑又園産品を以て代剛品になし得るか︑或は著修に
民締祁総動員の粘祁に鑑み︑緊張したる生活に努めしめなけ

抑制するの方法を講じ︑それと同時に固民生活も亦︑大に之

殊に其の上︑増税はそれだけ︑国家に上納すべき負措の増

る︒

れが篇めに緊縮的態度を執らしめなければならないのであ

ればならないのである︒

第三に︑財政上其の支出は増大し︑公債の蛮行額益餐多袖
に上る以上︑インフレーションは不可避の勢なりとしなけれ
ばならない︒然るときは物慣は愈掩鵬費すべき趨勢にあるの

も︑昭和十二年一月の指数は一八七︑九なりしものが毎月を

を有するのである︒現に之れを最近の生計費指数に徴し見る

あり︑叉我が国が之れによりて東亜の平和を確保し︑我が将

つ上あるのを見れば銃後の園民としてはそれは営然の義務で

る︒されど出征将士が幾多の辛酸を嘗め︑大なる血税を桃ひ

加であり︑之れも亦それだけ生活を緊縮をしむぺきものであ

肴騰貴して同十二月には一九七︑五となり︑此の十二月の指

とせば︑図民は鼓に大なる畳悟を以って之れに産さなければ

来永遠に亘る護展の基礎を鑑間ならしむるが篇めの犠牲なり

である︒物憤の騰貴は園民の経済生活に極めて重大なる開係

数は昭和十一年十二月の一八五︑五に比較すれば総平均指数

ならないのである︒︵一三︑二︑一○︶

に於て六︒五︒ハーセントの暴騰となって居るのである︒生計

費の騰貴はそれだけ園民の生活を座迫するものなりと言はな
て牧入増加するに於ては︑敢て生活を嘩迫するものではない︑

ければならぬ︑素より一方に於て生計費増加するも他方に於
併しなから︑軍需工業に閲係するもの︑若くは現下の経済的
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時局と圃民生活

尾範

サム

《口

わが皇軍の活動によって外部からの武器輸入や︑兵力の集結

飽くまでも抗日を持績しようとするであらう︒とはいへ今後

を供給したり︑その他必要なる援助を輿へる間︑国民政府は

う︒しかもソヴイェート︑イギリスその他の園為が績為武器

地への逃避を試みるならば︑その追窮は容易ではないであら

固土を擁してゐるから︑団民政府が機に雁じてどとまで粥奥

して皇軍今後の策戦に侠つものである︒た回支那は庚大なる

これを滅亡の淵に陥れなければならない︒しかしこれは主と

気勢を聖げてゐる以上︑これに封し更に烈しい打雌を典へて

等が外園からの武器輸入を縄績しつ上遠い奥地に於て抗日の

団民政府は首都を放棄して奥地へ逃避したのであるが︑かれ

魂戦薪岡によって北支から巾支に亙って多大の戦果を股め︑

推移にあるといってよい︒即ちこれまでわが忠烈なる将士の

な東洋永遠の平和を確立する結果孝一獄すか否かは全く今後の

暗躍してゐる︒従って支那事鍵かわが帝図の側的とするやう

小

などが益ど困難となるに相違ないから︑園民政府がいよＩ︑
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事愛は国民政府の無反省によりいよ／︑弗二の階段に進
み︑わが国としては長期戦に術へる僻制を塾へなければなら
ないことＬなった︒即ち政府が既に閏民政府を封手としない
ことを中外に聾明した以上︑一方に於いて園民政府に岐後の

打撃駈典へることに努めなければならないと同時に︑北支か
ら中支に亙って樹立された新政樵を援助して今後Ｈ浦支協力
の資を聖げることを目標として進またければならない︒これ
についてわれノー図民はこの目的を貫徹するまでは一歩も退
かないだけの堅い決心と辛抱弧い努力とが必要である︒国民
政府は南京陥藩後切りにゾヴイエート︑イギリス等の支援を
受けることに狂奔し︑長期抗日を企団してわが国の疲勢を目

を達成しようと志して︑支那と協力してヨーロッパで盛んに

させることが出来たならば︑この機に乗じて日本赤化の宿望

営てとしてゐる︒またソヴイエートの如きは若し日本を疲勢

滴生民閏と局時

【』

よからう︒がしかし筆図一鵠となって重大時局を突破するた

互に自由競争をなすことは事業の護展上必要であるといつて

めには︑画家の全機能を妓も能率的に働かせることが何より

窮地に陥ることは必至の運命であらう︒さうなればたとへ国

閥犬切である︒そのためには第一に政治について政府部内︑

民政府そ血目鵠が残骸を抱いてゐたところで︑支那の中央政
府としての賞は全く失はれるだらうから︑没落の非運を免れ

政府と政黛︑政薫相瓦の間に於いて出来るだけ歩誹訓を合せ︑

大鰐さういふ傾向をとってゐるやうであるが︑しかしなほ一

要であるかを考へさへすればよい︒今日政界の怖勢を見るに

い︒要は政府も政龍も己れを虚しうして何が画家のために必

政府に盲従するやうなことは飽くまでも避けなければならな

政薫が徒らに反封するやうなことがあってもならない︑煮た

政府が飽くまでも原案を問執してはならないし︑また議曾や

致黙を見川すことが出来るであらう︒非常時だからといって

が全く私心を棄てＬひたすら国家のために岡るならば必ず一

かしその間に少しでも私心を挟んではなら底い︒若し開係者

して何が簸上の方策であるかを究めることが必要である︒し

に相述ない︒かやうなことについては互に十分研究し︑論議

仙人として︑閣鰐としてそれｊ︑所見を異にする場合もある

に於いて図家として最も肝要であるかといふととについては

賞現に協力せねばならぬ︒勿論そうすることがこの重大時局

方的︑閣緩的乃至個人の利害といふやうなものを離れてその

出来ると恩はれることについては︑従来の往き懸りとか︑地

布も閲家としてさうする方がより大なる力を護擁することが

ることは出来まい︒がしかしいづれにせよ国民政府をしてそ
の出来ない要件であるといってよい︒

一一

︾斜の方面に於いても各営業者が
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しかし乍ら図民政府打倒の目的を達するためには︑それが

最後の崩壊に陥るまで攻撃の手を緩めてはならない︒しかも
これは猟り皇郡の活動に侯つばかりではない︒政論に︑外交
に︑産業維済等あらゆる部門に於墜Ｌそれ人Ｉ分措すべき任
務を全うすることが心要である︒就中畢固一鰐となってこの
重大時局を乗り切る受悟がその根祇をなすものである︒

文化が進み︑悶民の教養が高まれば高まるほど︑いかなる
問題についても閲民各自が意見や主張をもつやうになること
は営然である︒殊に立憲政治の下に於いてはさういふ意見や
主張を本にして政黛が結ばれ︑それを中心として政治が行は
れることは従来経駒した通りであるが︑しかし平時は国民各
自が自由に意見を蕊表し︑自由に難祇を結び︑自由に論議す
ることであらう︒或は産業

ることは政治の進歩の上からも︑岡民幅祉の上からも肝要な

●

こまで追ひ詰めることが事鐙の結末をつけるために峡くこと

活生民閏と局時

と息といふ感がある︒政治が雌局解決の中心勢力であること

事業家をして経箇に熱巾さぜる刺激であったために︑佃人と

して︑閣擢とし一Ｌ利続の増大を岡ろことを眼中に置くことが

来庵篭経済は誉利事業といはれ︑私利を目的とするものと見

ふ重大た使命を負はされてゐる蝋のが康業経済界である︒元

次に軍錐の調達や︑軍需州の生康井に園民生活の維持とい

に廉業経湾の世界を全く自由競争の舞蓋として放任するなら

ではないだらう︒がしかし︑さればといってこれまでのやう

く中止させるやうな方策は決して産業の振興上望ましいこと

ゐる︒これは確かに祁餅な理由がある︒従って自由鼓手を全

まない︒

を顧みて︑７われノ︲ｉは政府井に政黛の自粛自戒を切望して止

て閣家の富弧を妨げることＬなる危険がある︒それ故に自由

困難であるやうになれば︑産業経済界の不振を招来し︑やが

られてゐるが︑しかし批脅生活が功利的の立場から協川的の

ば︑中小商工業者は大資本家に唾倒されて自滅するより外な

競争は産業振興の原動力であるといふ意見も有力に行はれて

立場に進み︑耽禽の各員が五に自分だけの利益を目的とする

く︑また大資本家がぽしいま聖に事業の経管に常ろならば図

かやうにして事業経誉に開する仙人の自由井に利益を制限し

家図民の禰利を凧みないやうな結果に陥る危険が少くない︒

曾生活上妖くべからざる催件であることが漸く一般に認識さ

てこれを園家公共のために委譲することは︑祇含進歩の怖勢

ことは耽含生活本来の目的である︑各人の進歩と幅証とを増

れて来たのであるが︑ましてこの未曾有の重大時局に於いて

から見て必至の勢である上に︑この亜大時局に於いては常然

進する所以ではなくて︑互に相扶け禰利を分ち合ふととが祇

は︑閏民各自がそれ人︑間分自身の利振を固家のため︑閥民

のことであると恩はれるから︑事業家自身この事怖を十分認

更に剛家の立場からは︑．産業経済の公共性を一層完全なら

とが肝要である︒

来のやうに自利を主眼とすることたく︑常に公益をⅧみるこ

識し︑円ら進んで事業の経管に附し︑利振の虎分について従

のために委譲して︑国家と図民とがこの時局を乗り切ること
いても︑それが単なる誉利事業であるといふ古い槻念を棄て

が出来るやうにしなければたらない︒従って康業経演界に於
ｋ︑それが自分と共に人を益し︑図を益する公共的俳質をも
ってゐるものであることを深く念頭に世いて事業の経誉に噛
るべきである︒けれども長い間廃業維済の世界は誉利の巷で

それに統制を加へるやうになった︒？﹄かも廃業経漕の統制は

し船るため︑特に時局に封唯してその能率を高める必要から

]3−
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三

あり︑事業が恩ふやうに成功して亘繭の富を漣得することが

活生民園,と局時

偶

あるが︑特にこの亜大唯局に獣つてはかや州うたことは厳に戒

り諺地位を職んで獅善に陥ったりすることを免れないやうで

ことは苦痛であるに和達ないが︑具さに辛酸を嘗めつ上命を

増加しないのに税金を増徴され︑それだけ生活が窮屈になる

の負推は益ミ加はるに机述ない︒勿論私怖からいへぱ牧入が

時に︑他面増税洋一行って事鍵費に充常してゐるが︑今後函民

ばならない︒昨年来政府に於醸﹂は一面公債を募集すると同

民としては十分なる受悟をもってそれに術へる朋意がなけれ

かもこれを負捨するものは畢寛図災であるから︑われノー国

が長期に亘れぱ少からね軍典を要することは明かであり︑し

ある︒殊に昨年の事鍾勃渡以来軍費は益と増加し︑また事愛

その除裕をもって固俄に雁募するなど留意すべきことが多食

し︑或は展物や死滅物の利川︑その他冗費の節約等を固り︑

る輸入腺料や単語川陳料に曲る製州の使川を妓少限度に節約

もに︑他方に於いて生漸上特に畔局の闘係から要求されてゐ

方に於いて職業に精側して有形無形の財の生産に努めるとと

歩と禰祁とに必ず影響するものであることを深く凧みて︑一

するものであっても︑一身一家の働きや生析が幽家斌含の進

更に一般剛民としてはいかなる地位︑いかたる職業に従事

四〃

しむべきことである︒

閥際怖勢の不安と開聯してゾヴイェート︑ドイツ︑イタリー
廷なる形態をもってその他の剛堂に於いても現に行はれてゐ

のやうな極度の統制政冶を行ってぬろ図はいふに及ばず︑種
るのであるから︑わが園としてもこの方向に進まなければ造
らないことは儲然の経路であるといはねばならぬ︒電力団誉
︲問題の如きもその一端であり︑今後他の事業とも閲管の手が

延びるに相達ない︒また篤替を管理したり︑輪川入を制限し
たりすることもそのためである︒かやうに圃家が産業経済に

子向って種営な幕統制を行ふのは︑一は固家として必要なる活
屈動に術へるためであり︑また一つには園民生折の安定を期す
とろためである︒従って風家として康業経済の統制を行ふに営
図︐つては︑それが賃に図家の活動に一層有利であり︑団民生活

窪に寄輿するものであることが確賞であることを明かにしなけ
活ればならない︒即ち図民をしてそれをはっきり認識させるこ
とが閏民の協力を得るために必要である︒また産業を国営と
して行ふ場合に︑否図家のあらゆる事務︑業務を遂行するに

堂って︑政府餅路者は一身の築達や利茶を眼中に世かず︑ひ
たすら公僕として画家のために奉仕する精祁と態度とをもっ
て進まなければ進らないことはいふまでもない︒殊に官吏は
椛力をもってゐるものであるから︑決してそれを濫川しない
ことは勿論︑常に図家に忠賞であり︑国民に親切であ悪こと

︑

が要求される︒しかるにや奥もすれば一身の築達に囚はれた
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的に戦場に立ってゐる皇軍将士の身の上を思ふならば︑また
この試練を突破しなければ皇図の使命を全うすることが出来
ないことを顧みるならば︑銃後を守るわれノー国民はいかな
る勢苦を忍んでもまだ足りないことを畳えるのである︒まし
て御図のために貴い犠牲となった英鰻の前には暮し向きの窮

屈などは全く問題にならないといってよい︒私を棄て公に奉
永ることが特にこの際至園民の貴い義務である︒この貴い義
務を常に心にもって︑さ上やかな不平や苦怖を唾へることが
出来底いやうなものは日本闘民としての資格を峡くものであ
る︒がしかし虞に非常時にふさはしい心懸けをもつためには
われノーは確乎不抜の信念をもたなければならない︒それな
らばと型にいふ信念とは何であるか︒それは人間の生命は佃
人的のものではなくて民族的のものであり︑また民族的な生
命は一時の身鰐的なものではなくて︑歴史的︑精神的のもの
であるといふととの自鶴である︒しかもこれがわが建園の理
想であって︑この理想を追うてわが民族は悠久三千年の久し
き哩臼一って光輝ある成績を跡して今日に至ったのである︒わ
れｊく︑現代の図民は遠く組先から受けたとの民族的な歴史的

精祁的生命を一層生長せしめることを使命とするものであ
る︒この使命に生きるわれＪ１は︑この重大時磯に営り︑い
かなる難難いかなる辛苦に出逢ふとも︑これに屈するととな

く一途にその使命とする所に遮進しなければならない︒支那

事鍵は猫り日支の開係に止るものではない︒即ちこれをめぐ

って祉界は大きな渦巻を起してゐる︒この渦巻を乗り切るか
本圃民である︒

それに捲き込まれるかの瀬戸際に立ってゐるのがわれノー日

全圃民にかやうな信念を弧め︑その協力を弧調するために

国民精祁総動員運動が行はれてゐるが︑これは決して単に上

から下への宣偉であってはならない︒園民各自が自審自励

し︑自ら進んでこの重大畔局に善虚するやうに︑心を砕いて

精進するでなければ図民の全能力を溌揮することは悶難であ

る︒国民の全機能を護擁するにあらざれぱ到底目的を貫徹す

ることは出来ないであらう︒それ故にこの際われＪ１園民は

各自が自ら図を脊負うてゐるといふ覚悟をもち︑自らの力で

固家のために出来るだけの御奉公をする心懸けが必要であ

の小さいことが集まって園家の富弧となるのである︒それ故

る︒一身一家のことは固より小さいものである︒けれどもこ

に些細な物でも︑僅かな時間でも︑これを無駄にせず︑これ

を有数に川ひて剛家に役立つやうにすることがやがて闘家の

なるのである︒︵魅︶

富弧に貢献し︑図家をしてとの重大時局を乗切らせることＡ
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活生民図と局時

題間心'!>の束蝿調

︵一一︶

〆

宏

図に依って著しく少の︑其の多い所から少い所へ︑土地を取

人口にしても同じやうに多くて溢れて居るところがある︑又

になれば今日の国際冊の摩擦吟大分緩和されて行くでせう︒

械民地も此のコンゴーと同じ状態で開饗され得ると云ふとと

催件の下で開嚢すると云ふやうな事も論及されてゐる︒他の

にアフリカのコンゴーと云ふ所の柿民地のやうな各剛が同じ

開係を持つことになりますから︑是は新聞にも川て居るやう

輿論を如何に州溌し︑如何に分配するかと云ふことに亜大な

けてあるかと云ふと附けてない︑だから仙界の僻来は自然共

は自然のまＬに棄て入ある︑棄てＬあるならば開拓の途が開

仕事をして居るかと云ふと︑必しもそうでない︑所に依って

す︒ところが其の取つ︑た場所にはいづれも資本を下して何か

が︑又アフリカの多くの領土は殆ど濡れ手の占領でありま

度であらうが︑南北米の諸団であらうが︑シベリヤであらう

つかみ取りであったのであります︒濠洲であらうが︑闘領印

前船で早くでかけて行って未開の地を占領した︑濡手で粟の

法翠博士下村

我画策の中心問題
六︑不自然な巴里悠約の新国境
それで私共日本の現状を見ると︑日本も徳川時代には人口

を増さなかった︑図運が進まないからである︒だから人間を
間引いて︑堕胎するか嬰兇殺しをして居った︑所が図運が進
んで行くと間引かずともどしノ︑︑はけて行く︑園運が進んで

行くと云ふことは人口の増加する所以であり︑人口が増加す
るから函運が膨脹してゆく︑だから嘉脅・朝鮮︑満洲と云ふ
やう左其の勢力範園が接がって行くのであります︒土地が増
さなかったら︑物理単上から言って人口の増すはずが無いの
今世界には隣い所で人のいかにも稀薄な所があり︑天然の

であります︒

資源は幾らでも開溌せられずに居るところもある︒山来各国
の国境と云ふものは何で出来たかと云ふと算盤をはじいて︑
積や人口の振合をみつもりて団境が川来たのではない︑団境
と云ふものは戦に依りていじくられて居る︑或る時代には帆

凡
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申

らうとは言はないが︑川稼ぎに行く移住の自由を認めた左ら
ぱ図際間の摩擦は又大分除かれます︒併しそれらを凡て顧み
ないと云ふととになれば現在世界大戦後のパリ催約で決めた
国境は詮りにも自然に反して居るから︑結局叉武力に依って
之を解決する外はないといふ事になる︒現にフーフンスのプ皿

アンは言った︑我為のヨーロッパは北米合衆図より狭い︑此
の狭い所に三十有除の園がある︒さうして北米合衆図と戦っ
てヨーロッパの各国が太刀打出来る筈はない︑だからヨーロ

であります︒

七耐日本民族鵠質の考察

それから叉各人の贈格は精抑的に暇肉綿的に蝋段々低下し

て行くと云ふととになったらそれも大鐙である︑詰り数を増

し︑質も上らなければならぬ︑是稚はっきりしたことはない

のであります︒所が是は私共が殆ど二十年来私は自分の詰ら

ぬ書籍にも始維書いて居りますが︑どうも段だと鰐質が幾分

なって来て居る︑かｋろ好ましからぬ事は闘民の平均涛命に

下る側向がある︑批丁稔在の結果でも段廷丙極．丁種が多く

てもよく分かる︒若しｎ本閲民で何が第一の鉄鮎であるかと

言へぱ日本人の平均毒命が短かいといふことで︑四十四歳位

である︑ヨーロッパとかアメリカへ行けば五十以上六十歳に

近い︑而かも彼も我も二十歳頃迄は同じやうな欣熊で家庭な

り畢校なりで相営の養育を受ける︑其の投下された盗本に封

して元本を償却すべく世の中に出て働く時に十年︑二十年以

上も日本人の毒命が短かい︑是程大きた問題はない︑十年位

負けとけと言っても負けられない︑どうしても欧米のそれと

何故日本人の毒命が短かいかと云ふと︑問題は非常に簡単

同じ年頭迄は毒命が延びたければならない︒

だ︒日本程乳幼兇の死亡率の多い国はない︑日本程幼年春の

死亡率の多い剛はない︑而かも其の大半は結核であります︒
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ッパの各国は鼓に聯盟を造らうぢやないかと云ふのである︒
或は．ハルヵンはバルカンだけの聯盟︑バルチックはパルチッ

クだけの聯盟を造らうぢやないかと云ふ聾も出て居るが︑な
かなか資玩は難かしい︒若し虚心坦壌に各図の間に聯盟が州
来︑資源の分配︑人間及び貨物の自由な動きと云ふものを認
めて行けば︑多少とも相営の期間平和は望めますが︑落し今
日のやうに固く門戸を閉して釘付になって居ると︑どうして
も爆護せずにはおかなくなる︒

満洲事件でもどんな事件でも若し日本の困運が進まない︑

人口が増さないと云ふのであったならばあ︑云ふ事件は起ら

ると云ふやうな状態になって来ては大錯だと云ふととが一つ

らぬかと云ふと︑フランスのやうに人口の増加率が減って来

と皆我々として日本の現状でどう云ふことを考へなければ巌

ない︑起っても敗けて居る︑叉起りはしない︒さうして見る

題間心中の策側我

トラホー必︑姻虫︑チ・ブス︑脚気︑掴病等︑自慢ぢやないが

外閏で艇になくなってる病気︑珍らしい病須も日本では皆津
山取揃へて居る︒殊に娠病の如きは鐘徳ぢやない︑偉染病で
ある︒博染病であるだけに叉醜い病気であるだけに此の患者
ははっきり隔離出来るのであります︒ヨーロッパの各幽何虚
だって瀬病患者を隔離してない図はない︑だから隔離した篇
に其の隔離した人が死ねばそれで種切れであります︒イギリ

種登物憤が高くなるのに腹の中へまで虫を養うて食はして置

循環して居るからとても無くする兄込なしといはれますが︑

く必要はない︒結局日本は︑俺は一等風である︑兎に角数に

於ては負けぬと言つたって︑此の病気の多い方でも世界一で

殊に精祁病患者も多い︑諸君も記憶されて居りませうが︑

は自慢にならない︒

たが︑それが飛び出して杉並の或るバーへ行って其所に居る

此の前杉並厩でも或る狂人が兄貴を殺して家で監禁して居っ

口が殖えるが宜いと云っても兄貴をはじめ殺人をしたりする

女給と朝鮮人を殺したと云ふのが新聞に出て居った︒幾ら人

て居る埼玉聯の川口で高橋とか云ふチ琴ブス菌を振撒いて居る

やうな者が増したのは差引人口減少になる︒又昨今新聞に出

チブス菌を飲ました︑鬼畜の如き男であります︒是は弧ひ

恐ろしい特志家がある︑保険金五千回を欲しさに自分の妻に

れから診察に来た筈者の家族にも徽菌を飲ませた︑其の︽︽蔭

て理窟を附ければ五千回欲しいのだからとも云へま才が︑そ

で醤者の奏請や子供が死ぬ︑是でおしまひかと云ふと誰にも

飲ました︑彼にも飲ましたと云ふことで︑もう三十人以上は

どうやら精淋病者らしい︑荷くも狂人でなくて斯んなひどい

やられて居るらしい︒さうしますと此の高橋某と云ふものは

ことをすろはづがない︒あれやとれやと老へますと︑何故日

本で斯う云ふ栗質患者の淘汰と云ふととが老へられぬかと云
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ス始めヨーロッパの多くの園は種切れであります︑ドイツの

金を取られた︑共

けば大抵行き渡ってゐる︑それから姻虫も糞尿から野菜へと

ムとても一流の国にはあまり見営らない︒日本には出舎へ行

て浮浪患春だけでも牧容して治療してやりたい︒叉トラホー

る︒其の瀕病の浮浪患者が市中をうろノ︑歩いて居る︒せめ

いづれが重いのか︑類病の病菌産うつされたら死の苦痛であ

盗られた苦捕と︑あの瀬病の病菌を感染させられる苦痛と︑

刑務所に入れてさうして三度の御飯を食べさせる︑其の百圃

の窺推なり︑弧盗を追駈けて捕へる︑警察から︑裁判所から

糊局にも掴へて居る︑仮りに諸飛が百回

さうして今日は漸く六千人位しか隔離されてない︑私は始維

資際は二作出人位居るが︑統計では一鶴五千人︑といってゐる︒

る︒さう畢一経ると日本などは一向に困らない︑瀬の患者なども

如きももう種切れだと恩ひますが︑僅か十何人生き残ってゐ
るが試聡材料研究材料が無くなるのでこ主ると云ふのであ

Pの策幽我
題間心

ふことを疑はざるを得たいのであります︒

八︑ヒットラーの人種改造
並で又ヒットラーの話に戻って来るのでありますが︑ヒッ
トラーが前巾した通りドイツの人口を増したい︑増したいと
言２Ｌ居ますが︑アル中︑狂人︑或は梅毒の三期だとか何と
か云ふので仮令一ナ供を産んでも其子供は矢張り遼偉により精

祁的︑肉鰐的に良くない︑斯う云ふ子供しか生れぬと云ふ悪
へ入れると云ふととも出来ない︒けれども少くともさう云ふ

葡萄など︑いづれも改良されて私達が子供の時に食ったやう

な不美味いものとはすっかり愛って来て居る︒しかし人間だ

けは鍵全能に居る︑若し此の侭で行けば段登日本の岡民の淵

質が下って来る︑少くともよくはたらない︒従って将来︑人

口が増すにしても其の増す率が下って来ると云ふととになっ

て︑フランスのやうになってから︑さあ慌て上惰て諾飛是か

ら産むのだょと言ったところでさうは庵めない︒工場の口川物

なら注文が来れば夜業もする︑工場の建螺閥する︒人間は工

場製品のやうにはいかない︒十年︑五十年︑百年の先溌考へ
らない︒

』

たらどうしても日本岡民の中から悪疾者は除いて行かねばな

九︑結核亡国と日本

殊に結核には現在大に困って居る︑恐らく諸君の家庭なり

親戚なり︑友人左りの間に結核患者のない所はない筈であり

の先生でも五千人は結核忠粁である︑その中で毎年約茎川人

まず︒釜図の結核患者は画三十蕗人に達し︑其の中小畢校

は死んで行く︑病気に郡っても微柵でさう擬付く病蕪でな

い︑休んだら先生は食ひ上げにたるから望校へ通って居ろ︑

児迩に微卿までうつす事になる︒兎に角斯う病毒が多くって

娯技へ通って居る間に病気は次節に悪化する︒いつのまにか

は政府の施設も要るけれども︑お五も病気がうつらないやう
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疾者がドイツに四十五菖人からあります︑其の人達を持病院
悪疾者には子供の出来ないやうに秘い手術を施す︑さうする
と男でも女でも子供を産ます力も定む力もなくなる︑そうし
これはもちろん

た人種改良の篇に毎年八両湾マークの諜算没支出し悪疾の者
には裁判をして手術をする聯になってゐる

の道を講じてをります︒我壁は一つの家の中でも︑一つの村

ドイツばかりでない︑欧米の多くの園に於てもそれＩ︑にそ
でも︑どう云ふ所にでも其の中に狂人が届る居らぬと云ふと

匹の改良だとか︑牛︑膝︑熱の改良だとか︑殊に水密﹄笠柑

では人祁改良をやらぬ代りに動柚物の改良をやつ一︲一届る︑馬

し一Ｌも人間改良︑人種改良と云ふ事が老へられフミ尤明Ⅱ本

底影響を来たすか︑さう云ふととに想ひを致しま︸９と︑どう

とがど血だけ其の一家の平和︑郷滋の平和上云ふととに大き

題間心中の策園我

にと云って銘盈がマスクを彼めて欺ひばかりして居るのでな
く︑病気になって居る群がうつしてはいかぬと云ふ公共道徳
が盃達しなければならぬ︒ところが病人は無頓着であり︑一家

の中でもうつさないやうにすると︑分けへだてする水臭いの
薄怖だのと云ふやうに老へる風がある︑之を更に皮肉に言へ

でも︑至るところ眺刀﹂まきちらす︒愈場でも盃献酬は畷める

と云ふので宴曾などへも平莱で行く︑道中往来でも賑車汽車
と云ふのでなく一し︑折角持ち合は牡のバイキンである誰かに

うつさう︑裾分けをしやうと云ふので︑まあ粗末た徴菌です
が一つお受け下さい︑と云ふやうな識で盃を差出すのである
から︑日本の結核図として猪聾を馳せるに不思議はない︒

今問題になってゐる小畢校の教員が締核に雛つた時には之
に手術して早く癒してやると苧か途を開くことＬか︑或は奈

風にまだ醤者の無い村が津山ある︑之へ段廷醤者を配世する
とか︑更に国民保健組合と云ふものを設けて︑村の組合員が
事な問題であります︑今日農家で借金をするのは先づ病気に

わづかの掛金に依って安く醤者にか上れる︒これらは誠に大
砿ろ署者の篇めであります︒それがつらいから病気になって

も懸粁のある所でも診て貰ひに行かない︑出かけるにしても
手後れになってしまふ︑だぞｂ都曾地よりも川合の方が健股
状態が良いと云ふのが原則であるが︑川本の現肱は都倉の方
が良くなって来て居る︑都曾の方が良くなって来て居るので

ない︑田舎が詮計悪くなって来て居るのである︒

十︑結論ｌ︲満洲移民

もう時間が来ましたから結論にうつり奏す︒今日本でどう

云ふ問題があるかと云ふと︑獣って居っても日本は丙碑づ上

人が殖えると云ふことであります︒此の増加する︑簡人を消

て行っても其の人たちが湘左へと捌けて行くといふ邪であり

化すべく日本の閏迩が噺えず伸び︾し行く︑毎年而禽づＬ殖え

には百五十簡人位になります︑この四分の一減といふ事が大

ます︒細かくいへば禄年の出生敬三ｕ除寓人︑それが丁年頃

らにその生礎の百五十蔑人︑男子だけでも約半数七十五寓人

きな問題ですが︑それは前に申辻し如く大問題であるが︑さ

は新に職を求める人たちであります︒此人たちに毎年新に職

を典へるだけの仕事がｎ本にあるか︑此の限りある日本の面

閣であらうが︑民政内閣であらうが︑政友内閣であらうが︑

秋で毎年殖えて行く人州をどう虚分して行くか︑是は超然内

此問題を根底に考へねばたらない︒日本園内の主としての工

業の溌達により工場には一時は幾多の人が働きませう︒其の

屋︑風呂膳など色尭なものも出来て来ませう︑併し其の工業

働く人達が住居を持へませう︑其の人達の篤に八百屋︑散髪

には原料はないけれども︑他所から原料を仕入れて来ても︑

と云ふものがさう際限たく殖えて来るものか︑今日ではｎ本

努銀が脈くて日本人の手際が巧くて︑日本の篤替闘係が良い
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ぱｎ分が折角病気にたってゐるのにうつさないのは勿髄ない

a;"]心中の餓噸次

から日本の品物がかなり外へ出て居るもけれども此の前の議

角我々には灯幽人づ上殖える人川幹一何とかしたければ肺曾の

ってどう云ふ影響を来すかと云ふととは期待川来ない︑兎に

ではありますろが︑或る程度の緩和にはなる︑けれども差歯

制して宜いかと云ふ委員禽も附かれて居る︑是はまあ微淵的

ぬことは漁洲の移民であります︑日本からはブラヂルなどへ

宏定は縛られない︒さうなると常然我詩が考へなければなら

と我だの努銀も増して呉れ︑我だの俸給も蛎して呉れと云ふ
ので︑到る庭給料を増す勢になってる︒物偵が鵬つたから給

曾で︑諜算が三十億寓園近くなった馬に郵便料金も上げた︑
煙草も上げた︑税金も上げた︑斯んなに上って来ると云ふ

料を上げたと云ふととに底ると︑元をであって給料を貰ふ人

役など雁史与的に老へても︑此の問題は徹底的に何虚迄も力を

っても知れたものでありす︒織洲に王りては日浦︑円露の戦

入れて解決し底いと︑今迄投じたＥ制の金︑十数挑人の糖嬢が

も行きますが︑是は遠くて仕方がない︑毎日船を仕立てＬ行

結果昨年に較べて輸入が殖えて来た︑輸出は減じて来た︒現

皆無意味に厳ります︒尊い犠靴が消えてしまふ︒さすれば浦

も有りがたくはない︑只物慨が高くなると云ふととは︑内地

在の貿易は随分心配すべき問題でありますが︑併し是は今年

洲の移民問題と云ふものは詳易ならぬ問題である︒私は減洲

21−

でも困るが外閲と競争の上に一層刷る︒喜ぶのは外図で共の

心配しやうが︑来年心配しやうが私は齢り気にはし蔵い︑と

の移住協曾の理事の一人として到る鹿で話して居るのは此の

減洲の轄民と云ふ間脳であります︒此の移民問題につき識に

云ふのは是は財政の政策たり︑やり方左りに依ってどうにか
併し人間の殖え方や賠質が段廷落ちて来ると云ふととは是

凌げる︑叉なんとか移りかはってもゆく︒

の問題はどうかと言へば人測の数が減って来てはならない︑

ぬから略します︑唯今言ふやうに仙界を通じ︑古今を通じ純て

其の人の肉僻的︑締祁的に進んで行かなければならぬ︑又進

諸君と色為詩話を致したいのでありますが︑時間がありませ

家の最も老ふべきことであり︑同時に其の人間をどうして海

はどうにもならぬ︑だから毎年殖えて来る人間の罷質の向上

外に進出して行くかと云ふ事が極めて重大厳問題となる︒今

云ふ問題が起る︑此の問題矛一根祇にして閥防︑衛生︑米の問

んで行って殖えて行けば其の殖える人川をどう消化するかと

と数の増加又その人たちに職を得世しめると云ふことは総政

言ふやうに仙界の各闘はＦを閉めてゐる︑是は詳しいことは

決せねばならぬ︑是が私の所謂我が閲策の中心問題と題して

題でも︑石炭の問題でも︑あらゆる肺含問題は総て研究し解

申しませぬが︑中荏是は剛際の入口や移民酋議でまとまらな
い︒今パリで剛際間の人口の調節をどう刷るかと云ふ畢術的

諸君にお話した所以であります︒︵完︶

の含議が開かれて居る︑それから叉ゼネバの閏際聯盟で英国
が主唱して︑所謂天然資源と云ふのをどう云ふやうに互に分

可

題間心中の策叫我

来ない許りでなく︑やり方如何によって他国をも敵方に廻さ

突撃精

太田秀穂

天の将に大任を此人に降さんとするや︑必歩先づ其の心志

なければならぬ場合に武るかも知れない︒日本は日猫伊防共

である︒締祁一到何事か成らざらんと言って蝋その通りにも

を苦しめ︑其の筋骨を勢し︑其の鰐膚を餓やし共の身を室亡

今や日本はその試錬に出含って居るのである︑軍に蒋介打

ならないが︑園に大事がある時には我だの精祁は張り切るの

協定で味方を作ったと共に︑敵を作るやうにな２Ｌ既にルピ

の閥民政府を敵として居るのでなく︑その他の園をも敵とし

で︑難しければ難しい程︑之を切り抜けようとする勇気が起

にすと孟子は言はれたが︑我だが本営に仕事をする前には天

なければならぬとも限らない︑全く非常時は是から始きると

り︑損得をも顧みず突進する様になる︒

必ず勝通ぼさねばならいは勿論であるが︑戦に勝った丈でそ

て来なければ目的を達したのではない︒我等は今度の戦には

遇上切迫した場合に置くと︑古人の所謂鍵れて止む︑否蕊れ

場合に営り︑厭でも畦でも弧くなるより外はない︒我共は境

でもあるまいが︑一度戦場に出るが最後︑命を遣り取りする

彼の軍人諸君と雌も︑平時に於ては誰も誰も弧いと云ふ謎

れで済んだと云ふのではなく︑戦が潜んで政治︑維涛︑道徳

。

ても尚ほ突き進む位の気持になる︒剣道の精紳では善く突込

境遇には達しない︒支那が日本の結祁を理解し︑日本に附い

言っても善いので︑第二第三の開所を通らねば本儲に安心の

コレ川を渡ったも伺糠で︑此上は前に進む外はなく底つたの

戸 ．

が吾人を試錬するやうに恩はれる︒

卿

宗教等で支那人と結び付くのでなければ本営の日支親善は出

〃
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生命をかけて奈函災が一心にたりさへすれば英吉利やソビエ

人と手ふ時でも生命を掛け一Ｌ手ふ程強いものはない︒日本が

けば︑途には難局を切り抜けられるであらう︒一個人と一個

めと云ふことを言ふが︑日本人が突撃の精祁で押し切って行

も一方法であらう︒

ならぬ境遇に打ち込み死地に入って始めて生かすと云ふとと

員と云ふのはいろノＩの意味もあらうが︑国民をして退引き

をして振ひ立たしむる様にしたいものである︒園民精祁総動

に敵を作ってはならぬが︑敵が来れば一層度胸を定め︑国民

つら／︑考ふるに︑何虚の図も止むを得ざる難儀をして居

ットも如何ともすることは出来ないと恩ふ︒我糞は敢て偉が
つたことを言ふのではないが︑時と場合とによっては損得を

る︑之に反し一旦地位を得るとそれを守る篇め兎角保守的に

る間︑それを突破しようとする時に本営の勇気が出る様であ

ソビヱット図人も知って置く必要があるではあるまいか︒勿

なり︑形式を借りて他を雌服せんとすることのみを老ふる様

− 2 3 −

忘れてやることも起るであらう︒そう云ふ莱持は英吉利人も

論無暗に敵を作ることなどは日本として最も恨むべきである

になり易く︑遂には有塙無賀より無名無賃に陥ってしまふも

之を要するに園も一個人と同じく︑少しく安楽になると気

が︑忍耐に哨程度があるのであるから︑諸外函は我日本を怒

置かれ︑脊水の陣を榊へる様になれば︑随分偉い事をやるで

分が弛緩し易いものである︒之を防ぐ事は固民に封し明瞭な

のである︒

あらう︒彼の猫逸は欧洲戦後一時疲弊したが︑遜引きをらぬ

る目的を示すことが必要である︒或は蝋民をして恋褒唯ねば

らせないことが大切ではないか︒日本も延引きならぬ境遇に

境遇に世かれたから止むを得ず今Ｈ大に飛躍せんとする様に

厳らぬ境遇に置くことが必要であるｄ

日本は今天の選ばれたる民族なること左信じ︑如何造る困

なったのである︑兎角人間は快楽に樽敗し︑困難に生きると
云ふが︑川本が今附難なる瀬戸際に立ちつ上あるは乃ち大に

はもはや損得を券ふるよりも蚊も勇猛なる信念を持つことが

難に向っても突進し︑もって新天地匙附くべきである︒それ

彼のフラン︸︿閏なども昔叫境から攻められたときにはナポ

大切で︑今臆棄身になって進むことが日本の生きる道であら

護展する原因とも茂るであらう︒

レオンが肥て民衆は大に拠り上ったのである︒我日本も張り
、

突

翠
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希望の太陽は東の山に昇らんとしてゐるから︑我々は若き気

る生活を求めようとの考は断然棄てなければならない︒今や

たければならぬことは間よりである︒何でも善いから安易な

う︒尤も斯く大循なことをなすには︑小心誇芳として川意し

くするに至るではないかと思ふ︒つ宝九八︑一︑一八︶

みによりて他駐読令せんとする者の如きは︑漸盈その影を薄

し︑自分のみ優等民族なるかの如く振舞ふ者や︑地位椛力の

らる上ととになるか去恩ふ︒若しそれ表面の道徳信仰を標梼

分を以て前へ前へと進む様にしたい︒外交の如きは表面極め
て平和の柔い言葉を以て接しなければならぬがへ胸中には強
き気蝿を減し︑千簡人と雌も我行かんと云ふ精刺を以て同側

突をこちらに引張り付ける気合でなければならぬ︒全く正しく

とであらう︒弦に横山先生に向って敬意を排ふと共に︑衷心ょ

リ懇願して止まないものである︒畢寛人物は歴史の縮固と申し

ｆ〃

右せらろろ所多大である︒︵大阪豊川支含副支含長牲川清之助︶

て敢て差支なからうと思ふ︒時代の進迩は指導者たる人物に左

一くイイーイｆイｊＩくくくイイーイくイＪ１イー１１くＩＩ
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撃勇気ある者に最後の勝利は肌︿へられる︒日本として今必要な
ことは極めて柔しい心を持ちながら他方では極めて大鵬をる

精威力を以て如何にしても賞行せざれば止まざる勇気を中に燃

いざと云へば︑自分一人でもやり通ぼすと云ふ勇気の人を要

祁やすことである︒他人の力を借りてやらうと云ふのでなく︑

する︒又或る事柄によっては如何左ろ脅迫や誘惑があって
も︑之に膳じないと云ふ抵抗力のある人を要する︒従来の畢
校教育は兎角唯悪いことをしない丈の人が用ゐられ︑或は上
品と云ふ名目の下に何等篤すことなき人が受けられたものだ
が︑是からは或場合には危険を冒して新天地を造り出さんと

する人︑叉は毅然として富貴に惑はされざる様の人が重んぜ
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題間報通艦建謂所

問題でない様に考えられる︒併し決してさうではない︒彼等には蓮

艦に閲して大なる悩みがある︑就中アメリカがさうである︑夫れは
即

三蔦五千噸以上の大軍艦はパナ寸運河を通れない

﹃御前の園は︑四菖噸以上の軍艦を建趨するといふ事だが．本営

制睡したならば︑さぞ愉快であらうと考えて︑着々建艦の計蓋を立

けた︒そして此金で世界第一の海軍を造り︑依て以て全世界の海を

約に開係がない︑又我閣が倫敦降約から離脱した後に︑英米仰の三

といふ意味の︑本幽政府からの書翰を手交した︒我幽は既に倫敦膝

結局世界第一の海軍が︑アメリカに残る様にしようと考えて︑そし

るから︑アメリカのゑ損にならない様に︑外の園に鴫相伴をさせ．

く皆捨て上仕舞ふ事にした︒併し海軍は餌際的に相関的なものであ

１

を三菌五千噸に制限しようと提議した︒世界は既に四蔦噸の大艦を

建遥する時代になって居ったのに︑アメリカは何故に之を三蔦五千

−

−

−

︲！︲！︲１１淵Ｉ︲Ｉ！１１１

一眼一半所謂建溌通報問題

海軍少将高橋節雄ク

といふ根本的な憎みであって︑総ての問題は此虚から出雲して居るｂ

か︒来二月二十二日迄に︑何分の返答をせよ︒若し期日迄に返答

て上居った︒然るに溌定程の大金が手に這入らない内に︑戟零が柊

アメリカは︑世界大戦に︑英燭双方に軍需品を供給して大金を儲

をしなければ︑叉返答をしても建艦の内容を明示しない時には︑

りになった︒そこで少し方針を鍵へなければならない事になり︑遂

先般︑英米伸の大使が︑相総いで我外務大臣を訪問し

右事資なりと認定して︑倫敦膝約のエスカレーター篠項を援用す

園は︑建艦内容通報に開する協定を結んだ︑併し夫れにも我幽は開

て思付いたのが︑華廉頓曾議であった︒其結果我刷は︑織装中の

に現在の新造軍艦の象を残し︑古いもの及未完成のものは︑成るべ

係がない︒故に我幽は︑斯様な書翰を受取るべき調なく︑又受取っ

加賀︑土佐を捨てねばならない事になった︒之は質に四蔑

る﹄

たからとて︑彼等に瀧足厳返答を典へる課がない︒彼等は︑それ位

１Ｊ

華盛頓曾議は︑主力艦制限から始まったか︑アメリカは︑其大さ

噸を超えた大戦艦であった︒

な事をしたか︒それは全く︑我閣の返答に依って︑自分共の軍描の
責任を我閥に蹄しようと考えて居たからであった︒

︲ｉＩ

といへば︑彼等が倣慢不濯であるといふ事を他にしては︑大した
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な事は︑始めから能く承知して居る︑承知して居ながら︑なぜこん

彰詞曲圭'･苫』層
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題間報通砿雄謂所
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から後に︑之にエスカレーター催頚なるものが附け加はった︶イギ

大正五年の円英米の倫敦曾議で︑本腺約の骨子か略出来上がって

噸に制限しようと提議したのか︑夫れは三蔦五千噸以上の軍艦は︑一 噸軍艦問題で︑少く忠十年は苦しまなければならない︒
︒ハナマ運河を通航する事が出来ないからであった︒アメリカが︑パ

ても若しフランスが願逐艦を増したならば︑之はイギリスの脅威で

リスにはフランスの海軍がＮの上の癌である︶故に締盟閣でなくっ

あるから︑イギリスは之に濁して︲倫敦味約の制限を超えて︑適量の

｜︾︾準詞麺函却識岬癖唯羅跨や諏搾小諏泳睦恥雑硫跨︾鋤︾霊︑匿琢

アメリカが持って居なくって︑他園のみが持って居っては℃夫れこ

謡逐艦を増加する︑その場合に円米は︑峠約に定めた比率に依て︑

同様に願逐艦を増してよい︑とふのがエスカレーター峰項を設けた

そアメリカに封する大なる脅威となる︒是即アメリカが︑逸早く三
蕊五千噸制限案を提議し︑そして加賀︑土佐の完成せざるに先２﹂

浦洲事愛が始まってから︑アメリカは︑二年の長きに亘って︑全

じ／●四菖噸以上の軍艦を造る︑イギリスもフランス︵我閲が倫敦峰

アメリカは脅威を感じるから︑倫敦峰約の制限に拘らず︑面ぐに同

は︑若し締盟幽でない日本か︑四蔑噸以上の軍艦を造ったならば︑

抑々の理由で︑本来垂くイギリス本位のものである︒此度の問題で

艦隊を太平洋岸に集めて居ったか︑夫れでは乗員の士気が過喪して

エスカレーター膝項援用であるＵエスカレーター峰項とは︑讃んで

約を離脱した後の英米怖協定に依り︶蝋同様である︑といふが所謂

曾議を招請した所以である︒

仕舞ふので︑一度はどうしても大西洋岸に巡航せねばならず︑遂に

カに坂入らうとして居る︒そしてイギリスもアメリカも︑事塗の最

スの方を向ひて呉れない︑そこで今イギリスは︑軍描問題でアメリ

の不人気を救はんとして居る︒日支事鍵に︑アメリカは兎角イギリ

ルーズペルト大統領は︑軍蹟に依り︑人心を画外に向けて︑自己

字の如く︑階段的に右へ倣へ︑で増加するといふ意味である︒

パナマ運河通航の演習を行った︒此時ァ〆リヵ海軍は︑二十四時間

たが

調で︑立派に太平洋から大西洋に全戦艦隊を移動して見せると宣言し
資際は四十八時間以上か上った
三蕗五千噸の最大最新の戦艦であるか︑之が運河を通過した時には

で居る︒併しアメリカは︑事賞上四蔑噸以上の軍艦が篭れない︑此

中に︑軍疲の篇日本に醗計な金を使はせて︑へたばらせようと企ん

それはパナマ運河が︑狭過ぎるからであった︒︒ヘンシルバニャ級は

幅が殆んど一杯で︑左右舷外に︑各一尺の水を残すに過ぎず︑艦の

筆あらぱ正しき匁圃の職振り通く博へむ外つ国々に︵終︶

に日本を引張り込むにあると︑考えて居るのかも知れない・

に於て彼等は︑日本をいじめる捷煙は︑何んとかして或る軍縮禽議

上部構造物と︑運河側の立柱と︑めちやノ︑にぶつ上かり合ひな苑

牽紗諏鏑握詞抄綱蓉雑壷︾砕榊咋訓球誕毒や唯鋸峰︑︑四寓一

ら通過したといふ事であった︒

併し↑
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○長期国民精神縄動員に就いて

卜吋Ｉ

我が剛としても常然長期鰐懲に出なければ

支那閥民政府が長期抗戦を標傍する以上

○長期国民精紳総動員に就いて

員することとしたのであったが︑其の主旨

び︑我が帝圃の篇一つ心に醐民の精祁を動

致の下に官民協力して歪剛津々浦々に迄及

動員運動は︑誰忠報圃︑堅忍持久︑翠醐一

１１ヨ

ならぬ︒暇令彼等が今や一地方政権に瞳ち

蝋常然であり︑其の効果岨決して少くなか

併し国民精禰総動員蓮勤哨長期に亘り︑

館二期第三期と進展せざるを得ない時に於
ては︑其の通勤は第一期とは脚ら相逮する

ものがなくてはならぬ︒即ち錐一期は非禰
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されたのであった︒之ぞ悉く承知して勝る

致して誰忠報閥堅忍持久すべく精神ぞ動員

日冬具瞭的に何をなしつｋ行くべきか！

剛民は︑第二期に入っては其の耕脚を以て

邪には自ら順序があるから︑先づ現下に必

要なるものを選んで其の締祁を臼会の澱生

活に現すべきである︒勿論第一期と等しく

活の中に之蒋具現する様にせねば︑長期幽

根本籍祁を蓋ふ事は必要であるが︑日々生

民締祁縄動員は効果を翠げ得ない︒只日本

精抑を畢函一致溌揚して生活せよとだけで

後は風民の自川と云ふ様な抽象論は今日に

於ては適切でないｐ剛民各月素より生活に

具現すべく努むると共に︑指導すべき鯖局

も︑剛家が差常り緊要とする問池詑掲ぐべ

しよう︑査源愛護は差常り価と何を︑経滴生

きだ︒即ち日本精祁の修養は州と伽を先づ

活には何と何を未仕生活は何と何を．：⁝而

時剛民の阿児を促し︑剛民精祁の根本を掴
んで其虚より一つ心に出謹せしむるが縄で

って︑其の川的の下に精禰を動員すること

あったと云へる︒併し第二期の運動となっ

鋪一期と締祁に塗りはないか︑其の緒紳を

は営然であらねばならぬ︒吾々は此の考へ

て行くと云ふ風に順を遥うて行くべきであ
動員して先づ如何に歩み出す鶴へきかの目標

の下に︑今回の館二期の国民締紳総動員に

してそれを経たならば更に次へも手を延べ

ものはあるまい︒されば政府に於て蝋第二

就いて︑是非此の靴を張調し︑今回より更に

ては︑此の精祁も常然推展すべきであって

期醐民勝祁綿動員の計書あるやに聞くが︑

第一期に於て剛民は非附唯に虚して︑一

此の完全な網動員の前には又何物哨恐るる

︒へきは︑諸情勢に封鵬すべく勿論であ２Ｌ

されば醐民精祁網動員咽自然長期に亙る

ならぬ事は詔ふ迄もない︒

比ではない事を御同様翠幽一致墨悟せねば

には行かない︒誠に今後の諸情勢は従来の

に動くべく︑剛民は一日も心を喪んずろ課

ある︒而して其の間今後の幽際開係も微妙

ず︑随て東洋の平和も期し得られない課で

たにしろ︑依然壊滅せず︑心服もせずに抗

割湖阿︻腿知↓口庵
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った事を信ずる︒

︒事窒と思想の友動

論
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時

戦する以上︑日支事鍵の虞の解決とはなら

1
1

を具隠的に術示すべき要があると信ずる︒

︑﹄
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約にさもあるべきである︒鍵に第一回の綱
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鮪三第四への園民端肺網動員をして適切有
り有維の美を収むくきであると信ずるもの

効ならしめ︑此の長期非常時を無事乗つ切
−一である︒

○事鍵と思想の反動
現下園家非常時の園民精祁縄動員の秋に
於て︑此の精紳に反する合法的にカモフーフ

ージュせる共産主義者を二回にも亘って橡

あった如く︑日支事鍵下に於ても従来の民
主を義︑自由主義的な分子か影を没し︑画

とりあしきをすて火とつ園におとらぬ園と

治天皇が御製に思召された如く︑﹁よきを

なすよし哨哉﹂でなければならぬ︒されば

に日本精祁を養成するのは常然であるが︑

肇幽の精紳︑閥史の研究等に恭墜Ｌ︑大い

家主義への動向を辿りつ上あるは事賞であ
る︒而して叉此の思想は将来に亘って蝋愈

の齢︑肇幽の精祁に還れと云ふはよいが︑

近時世の一部には︑日本締祁を彊調する

戦のを意味しないと恩ふｕ

に還元を期待するもので︑是れに行過ぎる

脚する我が叫家主義は此の意味の円本精紳

はあるまい︒吾々は非常時を契機として一

であり︑世界親善の精祁あるを忘るべきで

其の日本精祁は日新日進であり︑採長補短

巻鮮明にされて行くであらうと思ふ︒然り
とすれば︑我幽本来の姿に還元するもので

あって︑思想上事愛は潰諏な役割を演じた
事となり︑これは耐の小の一の一帳ともなる

併し突然な事鍵によって︑思想の急激な

課である︒

鍵化を来す場合には︑兎角反勅的となる事

畢を見るに至った事は︑函家の馬一大遺憾
とする所である︒此の事鍵を機に圃家縄動

を恐れなければならぬ

韓王撰夷を叫び︑外来のものと云へぱ之を

はない︒其の熱情は結構であるが︑これは

悉く排撃すると云った誰もＨに鯛れないで

反動的で日本精祁の直義とは云へない︒反

たものが非常な勢力を得つ上あったのに濁

が旺盛でなく︑自由主義︑民主主義と云っ

即ち今回に於て之

員に反する一切のものを清算す得へきは正に

を見れば︑従来馴家主義と云ふ常然の以想

ばならぬ︒

好機である︺何として承之が徹底を期せね
以上の如く共産主義者或は之が湖床とも

なってはならぬ︒要は平和に馴れ︑醐家概

つ︒今日此の門本蹄脚の姿を畢醐見出した

動は又反動を生んで限りがない危娠を有

し︑反動として槻端なる保守的頑迷思想と

念以上に自曲なろ思想の橡討に狂奔した非

云ふ・へき自由主義者︑民主々義者の反省を

才矯めて︑闘家を根木とする卿念の下に於

促して行くべきも勿論である︑がそれと同
ても︑充分考慮す縁へきものがある︒此の事

時に此の事愛下に於ては剛家主義者間に於

てのふ︑文化の進展を期するの本来の菱に
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の際留意したいものである︒

上に走らず︑翠園一致庭の姿に座すべく此

ばならぬと思ふ︒今日お互に熱備の赴くま

折角の好機に︑反動化する事は最も慣玄ね
引屍すを以て正しき使命とせねばならぬ︒
我が鯛家主義の本来の使命は︑惟ふに日

鍵下に於ては思想の動向は慎車に考慮す雫へ

本結澗を荻調として︑皇室の鱈め剛家の潟

きである︒一隈何時何風に於ても︑戦時事
鍵の情勢下に於ては愛国心旺盛となり︑思

川訓刈川ⅡⅡ肌叫ｌ︲・Ｉ︲ｌＵＩ︲︲︲︲︲１１１．１１︲ＤＵｂ１１ｊ

め間に新に日に進むにありて︑畏くも明

想は剛家主義的になるものである︒既に我
函に於ても日清︑Ｈ露剛役に於てもさうで
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日支文化提携

繁田翠軒
日本と支那とは昔から色々な交渉を持って来た︒時には親交を結

因習も︑無意味な偉統も誰く一翻せられて︑こ上に新らしい建設が

行はれようとして居る︒而してこの建設の設計者は︑常然我を日本

支那閣民の幸不幸の別る上虚であるが︒それのみならず︑日本剛そ

人でなければならぬ︒この建設が立派な質を結ぶかどうかは︑勿論

れ向身の存立に開する大問題である︒その責任の重大なる︑その事

る︒

業の匿汎なる︑我々は虞剥になって之に常らなければならぬのであ

上︑支那の不良分子に晦懲の尤をとったのである︒従って支那の一

我が図は屡々中外にも騨明せるが如く︑東亜の平和をのみ所念しつ

び︑文化の交換を行った事もあれば︑時には反側して干尤を交ふる

黙が最哨重要な特徴を持って居る︒南京の陥落を見たとは言へ︑日

言へ︑之を自己の所有にしようなどとは考へない︒日支事鍵はこの

支剛圃民は決して征服者︑被征服者の開係ではない︒我々は一部人

般良民に封しては︑何等敵意を持って居らぬ︒土地を占擦したとは

虚から︑互に影謡を及ぼし．又波動を受けると言ふ開係は︑他の何

に政治も経済も統一出来るのだ︒支那の歴史を見れば明かなる如く

−2(）

に至った事もあった︒併し地理的に相隣し︑人種的に相似して居る
れの函より哨深且つ大であったのである︒是は歴史的に大観した概

士に鋼槌を下したが︑一方では握手の手を差出して居るのである︒

或は縄済的藻礎を遥れとか色々の説があるが︑余は百年の大計とし

明漸次封支政策が進渉しつ上あって︑或は先づ政治的に堅めよとか

支那側に蝋臨時政府が成立し︑月治委員曾鴫組織され︑我が函に

く︑政唆した友人を如何に善導するかである︒

今後の日支開係は勝利者が劣敗者を如何に虚分するかと云ふのでな

言で︑之を以て面ちに現在の日支が最哨諒解の深い間柄にあったと
睦緬域牢雲嘩咽酔嘩小瀞鋤錨斗蝿紳椛室計恥魂雑冴坐﹂恥榊蝿麺搾鍛一

顧みる以上に︑西洋の科畢文明に心酔した︒支那とても同様であ
る︒従辺て日支の剛幽は︑同文であり同種でありながら︑お互の話
には英語を使はねば意味が通じないと言ふような破目に迄なって了

治凱興亡常なき風土であったから︑そこに生活する園民が如何に不

て先づ文化提携の大方針を決定せよと言ひたい︒この大方針を中心

今次の事塗はあらゆる意味に於墜Ｌ革新的である︒見方によ２﹂

幸であったか︒その不幸が支那醐民性迄も卑屈にして了って届るの

った︒之は老へれば誠に奇妙な醜態である︒

命の目畳である︒之が天の時地の利人の和狩得て︑鯵勃として護展

︲１１︲︲ｌＩＩＪＪ

である︒之を我々は我が牙に引比べて老へる要がある︒上に至仁な

色々と解淫が出来よう︒併し事柄の本質は日本の東洋に於ける虞使
したのである︒割期的とはこの事を言ふのであらう︒今迄の固晒な
9

等 我 と 詩 漢

ろ大君を戴き︑闘民はその堵に安んずる固鎧の有難さを痛感すると

同時に︑この幸幅を支那画民の上にも分ちたいと念願するのであ
る︒

我が日本は文化的には元々支那の儒教を探入れ︑印度の仰教を加
味Ｉ︶︑更に西欧の科皐文明孝消化し︑之等を浬然たる融合の下に︑

獅特の日本文化を築墜Ｌ来た︒今之を再び儒教の謹源地たる支那に
種であり︑ｎつ儒教の本家でもあれば︑之彩一受入れるに必ずや好成

向って施し︑文化の恩恵を共にぜんとするのである︒支那は同文同
績なろを疑はない︒我が酬民としては飽く迄旗重に肌つ寛容を以て
支那叫民の教養に努めねばならぬ︒従来の我が園が西洋文物の職入
に注いだ程の熱心を以て︑この大業の達成を期すべきである︒かく
一が貿現されるのである︒︵昭和十三︑二︑八稿︶

一てこそ我が剛護展にも光華があり︑東亜の安定と世界平和への寄興

漢詩琶我等
河東田紫泉

思想の行過ぎたのに比し一︲隔世の感がある︒

しかし︑一方から老へると詩を作るより田を作れと教へねばなら

ふ誰鵬にもなるであらう︒．あながち漢詩と限った鐸でなく︑明治二︾

ぬ稀常時は詩狩作ることに興味を感じ︑詩を作る者咽多かつたとい一

十七八年円満戦役以後の円本は其の瀞勃たる締祁を詩︑歌に表現せ一

々木信鋼．和歌に於ける典謝野殿幹の新鵠詩に於ける烏崎藤村など

んと老も蒜きも努力した蛸のである︒園交畢に於ける落合直文．佐

代表的といつてもよからう︒純中鋼幹の詩は豪宕で締新を極めたも一

土井晩翠の詩は漢詩に近い蝋のといつてよからう︒

のだ︺

漢詩の方で哨森椀南や剛分青崖などがあり︑政治家等の中に蝋漢

然るに日露戦争が過ぎ︑日本の文化か漸く成熟期に這入ると︑其

詩位作れる人間がザラにあった︺

る禄になった︒この時代にはいると最早や詩を作るより田を作れと

の文畢も亦甚しく頬醗的となり︑自然主義や浪漫主義が全感を極め

戒める位閣民の詩想が旺盛ではなくなった︒
○

何といって明漢詩は時代から遥か彼方に取り残された状態であ

ったところが最近に至って念に漢詩熱が高まった様に恥思ふ︒喪岡

る︒漢詩をやるといふことは蝕程の閑人か︑一部篤畢者の専有にな

は︑しきりに詩吟が放逢され︑詩聖剛分宥躍翁が剛雷の様に珍軍か

正篤氏の如き青年の意気に燃える畢者が漢詩讃木を若し︑一フヂォで

我等の少年時代には﹁詩を作るよ・り田を作れ﹄と激へられた︒

て自分の思想情感といふものを霊表する事である︒松井軍司令官か

られろ時代になった︒特に而白く思ふのは川征軍人が︑漢詩に寄せ

○

とか賓業とかいふ方面に向つ一Ｌ努力せよといふことで︑現今は物質

之は詩といふ空想的な遊戯ぞするよりも衝質的な勉掴︑即ち蝿化畢
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︸の多いのは答むる課に行かぬが︑之等の詩にはかなり難解のものが
︾多い︑韻もなければ平灰もない︑言はｒ詩らしいものである︒戦陣
一の巷に於いては字引と首っ引きをして詩の韻字を整へる課にも行く
一まいから︑無韻無平灰必ずしも不可といふのではない︒

︾とに角︑漢詩といふものが或る感情の表現には最も適してゐる事
︸と閥首肯せねばならない︒

常なところである︒我等日本人の感情中には︑漢詩で表現しなけれ

蔀漢詩の中でも七言絶句か一番作り易い︒文字の数からして丁度通
ば他の形式ではどうして蝋表現し得ないものがある・乃木大将の﹃山

川草木﹄の詩でもさうだ．あの詩を今暇りに新瞭詩のやうなものに
したらどうか︑叉三十一文字に現はしたらどうか︑あの時の情景︑
心中を加賀に表現し得るとは恩はれない・

上杉謙信の川中島で哨同様︑輝宗の坊さんなどの詩にも︑外の文
字では表現が出来ない様なのが多い︒︲今試みに乃木将軍の山川草木
の詩を和鐸して見ると︒

草木もうた人荒れ果て土
風なまぐさき新戦場
征馬進まず人もまた︑
もだして何を恩ふらん︑

金州城外日は落ちて︑

淋しき野遜に我は立つ・

とでもなるのであらう︒之では常時の貿惑がはっきり出ない︑やは

り﹃山川草木鱒荒ま﹄といふ張い語感が必要なのである︒和文でも

語﹄を﹃もだして何を思ふらん︒﹄ではまるで他人の事を言ってゐる

狸い語感を出す事が出来るが︑漢詩程には川ない︒﹃征馬不前人不

様で緊迫した感じが出ない︒

要するに漢詩には漢詩特有の味がある︑他の形式を以てしてはど

うして明表現の出来ないものがある︒この漢詩特有の味が近代思想

今日は畢生で凶教師で戦漢詩の味位は充分味ふ力を謹ひたい︑出

と結び付くと俄然として漢詩熱が勃興せずには居れない︒

来ることなら漢詩を創作して自分の凍情を表現するのもよからう︒
○

ひとり軍人のみならず一般人としてもやって見るがよいと恩ふ︒

平灰や韻が六つかしいことば事資だ︑しかし和歌にしろ︑俳句に

しろ︑六つかしい鮎に於てば甲乙がない︒漢詩は漢字の駁を知らね

ばならぬから而倒だ︑けれ共やってゐる間に自然に畳えるし︑あま

り六つかしい漢字を使ばんでも自分の恩ふ事位は表はせる︑殊更難

解の文字を使ふ事は寧ろ避くぺきであらう︒私は漢詩に就ては何等

智識がない︑た堂畔に漢詩らしいものを試みては浦足してゐるので

グ

如何はしい流行歌などが小畢生にまで染潤してゐる︒青年府など

は時代思想善導の一助にもなるではな︲いかと思ふ︒

したがよいと考へてゐる︒漢詩の普遍化︑民衆化︑大衆化といふ事

ある︒漢詩はそれでよいと思ふ︒齢り導門家になる事は却２Ｌ遠慮

門﹈

− 3 1 −

一は明らかである︒漢詩でなければ充分に表出し得ない感情があるこ

︾○
等 我 と 詩 漢

ぷ叫走新革の育教

は言はずもあれ︑一般大衆の思想善導上由々しい事でもある︒日本

興問題等々︑戯へ上げ数へ来ると︑責に枚塞に遅の無い程改迭を策

鍔作業教育の問題や公民教育の普及徹底の問題や熟的教育結紳の復

浦蒙開拓少年義勇軍の問題だとか︑兇童鎧位向上の問題だとか︑勤

ｌｌＩ
精紳の直髄は矢張り握い語感を以て表現せねば表はせない︒藤田東

を任命し︑黍畢生に聴講せしめることに決定し︑又東京帝大に於て

は新に﹃日本国彊論﹄の講座を設置し︑教授︒助教授︒助手各一名宛

れて居たが︑漸く先般官制が決定され︑東鬼．唐島雨文理大に於て

京帝大ｏ京都帝大︑並に東京︑庚島雨文理大との間に交渉が進めら

大畢に於ける閥侭明醤講座の設置は多年の懸案として文部省と東

の施設の敷果には遠く及ばないことＬ信じます︒

とを期しつ人ありますが︑其切敷果は未だ未だ小畢校に於ける斯種

施設を講じて︑圃燈鰯念明徴の徹底と剛民思想︒国民的信念の確立一

生︒生徒の思想の善導と云ふことを齢程重く覗る様になり︑諸種の

信じます︒最近大畢や専門畢校に於ても時代の趨勢を察知され︑堅一

しても︑一番根鰻く植え付けられてありますのは︑小畢校教育だと一

育と中等教育と高等教育の三暦を比較して見るに︑誰が何と申しま

他の黙は暫く措き︑今暇に園彊観念徹底と云ふ畷黙から︑初等教

ります︒

其虚に幾多卓越し︑優越して居る黙を謹見することが出来るのであ

を上級皐校の教育たる大畢教育︒専門畢校の教育等と比較した時︑

す可き黙が山積して居るのであります︒去り乍ら此の小畢校の激育

湖の正気の歌位は中小畢生に暗講させてもよからう︒敢えて同好の
士と言はず︑一般調者諸賢の批判を待つ︒︵昭和二一︑一︑二十七︶

に於て数十回に捗って教育単．哲畢の講演を試みられた濁迩のシュ
︒︒︒︒︒つ︒

プランガー教授が︑愈々蹄鯛せんとするに際し︑一百本文化の印象﹄
◎００００﹄︒○０○

について感想を述べられたが︑其の一節に﹃日本の幼年期雌少年期
０ＣＯ◎０︒︒Ｏ○︒︒Ｏ○○○００︒︒００○０つ︒ＣＯ○○
の教育は非常によく行はれて居るか︑青年期の教育は柳か疑はしと
シュプランガー激擾が言はれた所謂幼年期及少年期の教育と云ふ

と語って居られた︒

のは︑即ち主として小畢校の教育を指し︑青年期の教育と申すのは

主として中畢校教育︑専門畢校教育及大翠教育を意味するものと信

へぱ小翠校の義務激育八ヶ年制賞施の問題だとか︑閥鴨禰念明徴の

代の進運に伴ひ︑今後改善革新を要す可き幾多の黙が有ります︒例

小畢校の剛民教育は︑大催に於て成功して居ると思ひます︒勿論時

じます︒シュプランガーの批判を待つ迄も無く︑我が初等教育たる

斗西出直二郎博士が兼任することに決定︑又助激授には高山岩男氏

又京都帝大には新に︒日本精紳史１−の講座が設けられ︑国史翠の泰

内定し︑紳道講座の主任教授には宮地直一博士が富ることになり︑

は文翠部に﹃日本思想史﹄の講座を設け︑平泉澄博士が主任教授に

ｌｉ
徹底を期する問題だとか︑日支親善激育の確立を岡る問題だとか︑
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教育の革新を叫ぶ

貞雄
林

昨年我が国に来朝して︑東京帝大や東京文理科大畢を初め︑各所

若

I

曲ミ叫走新龍の育敬

が任命され︑何れも近く開講されることになりました︒

︲︲ｌ︲ｉ︲

典上極めて重要なろ皐科であるだけに︑文教常局とし一︲一も︑逸早く

Ｉる
●と聞いて居りますが︑是等の教科目は圃総教育上獅た剛民締祁作

此の鮎に着眼留意されて︑固定教科書編纂を断行するに至ったこと

と同時に︑従来法畢部︑謹済畢部︑政治畢部︑商畢部︑文畢部等

に於ける講座は数百人︑時には轍千人を一堂に集めて行ふ所謂大講

人思ひます︒

目醒めて参りまして︑圃魁覗念の啓培に︑搬烈なる国民酌情操の陶

斯様に最近は大畢や専門皐校の教育に於きましても︑大分時代に

堂教育主義であったかため︑教授と畢生との人格的接鵬と云ふ大切
弊害があったので︑此等の弊害を矯正するため︑東大を初め東北︑

し吾人の眼から眺めた時には未だ未だ非常に或る物足りなさと︑一

冶に︑相常敷果的の施設趣誉を運らしつ上ある襟でありますが︑然

の鮎が全く閑却され︑又一面ノート菖能主義の器械的技術に瞳する
京都︑九州各帝大の法噛純・法・文各皐部に助教授七名を埼員し︑演

より鐙蝶去る二月一日の柳暁︑東京帝大激授大内兵補外宮公私立大

種の淋しさ︑否頓なさとを感ぜずには居られないのであります︒論

習の畢生戯を五十名以内に制限し︑教授助教授の人格に直接鯛れつ
上︑膝を交へて共玲研畷して行か５とする寺小屋式塾的教育の形態

並に援助者たるの疑あるの康を以て橡畢されたのけ︑抑々亦何を物

畢の教授助教授講師等三十七名が一綱打識的に再建共産黙の指導者

を取り入れることＬなり︑是れ又官制改正と同時に質施せられるや
に聞き及んで居りますが︑至極機宜の措置であると信じます﹀

語って居るのでせうか︒吾人は該事件が目下撫審々理中の故を以て

』

それから︑以前は圃家の大祇祭日たる四大節の日に大畢等に於て

−

■

■
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は教官や畢生が誹堂に相曾し︑棚列し一︲虞んで奉祇儀式を聖行した

光柴ある教官として位階勘等弗戴き．勅任文官の濃遇を厚ふし︑高

遠慮致しますが︑新聞記事の偲ふる所に擦れば︑身荷も最高畢府の

事件の内容に鯛れて兎や角批判を加へ︑且つ筆訣を下すことは暫く

とは除り質施しなかったさうであります︒或る特種の大里を除いて

り︑皇居の遥拝を行ったり︑伊勢祁宮の遥拝等を行ふと云ふ様なこ

は︑殆んど官私の大畢の大多敷が奉祇の儀式を行はなかったさうで

れ︑我が園麗と全然相容れざる赤き思想にかぶれ︑人民戦線派の指

室・閥家より激養の恩寵を蒙りつ上ある其の有難さ︑其の恭さを忘

導原理を指導し︑且つ巧妙なる手段と暗中飛躍的行動によって物質

・緑を食み︑圃費を以て曾ては在外研究員とし一Ｌ西欧文化に浴し︑皇

節の奉覗式を賞施して居るとのことであるが︑洞に結構なことだと

的援助を焼しつ上あったと云ふことであるが︑今日翠函一致鯛民精

ありますが︑時局の推移と時代の要求に促されてか︑数年前から東

存じます︒然し未だ融ある私立畢校特に私立大畢中には四大節が来

祁網動員運動が賞施せられ︑一億の蒼生は打って一丸となり︑誰忠

〜

京帝大などで戦︑安田講堂に教授畢生参列し︑極め一ｔ巌胴裡に四大

ても︑何等奉賀の式を聖ぐるまでも無く唯漫然と休業するに過ぎな

と身分とを忘却して︑敢へて非圃民酌行動に出で︑固家の目的に背

報園の赤誠を致さなければならない重大時局に喋曾し︑自らの地位

いと云った畢校も存在し︾︑居るやに洩れ聞いて居ります︒

教科書を編纂し︑来る四月からの新年度に之を使用させる方針であ

．又近く文部省の手で中等畢校に於ける修身︑公民科︑風史の園定

ＩＬ
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員の免許資格を輿へたり︑大里卒業者に高等畢校教員免許状を附興

反するが如きは︑資に獅子身中の愚とも謂つ可く︑八つ裂きにしてであります︒三年や四年の専門教育を受けた者に︑無試験で中等激

翻って考察するに︑斯くも多数我が最高畢府の教授連より容共主したり︑大翠を優等で卒業して︑一︑二年在外研究員として外風へ

＄楢足りないのであります︒

の制度には︑革新の隣地は無いでせうか︒思想傾向恥調査せず︑其

義者を出すに至った其の根本原因は︑何と申しましても︑我が高等行２Ｌ来た者を無峰件で大里の教授や助教擾に任命したりする現在
教育の遣り方の中に歴胎して居ることＬ信じます︒

先づ見渡す所︑中畢校は高等畢校の受職準備の場所であり︑高等の人格慣値を哨吟味せず︑唯大畢を優等で卒業したからとか︑知識

畢校は大畢の受醗準備の場所であり︑従って中等以上の翠校激育は程度が優れて居るからと云った主知主義にのみ立脚して大翠教授の

知識・技能爽諭の注入であり︑博達であり︑詰込みであ２Ｌ情操の人選を行ひ来つた従来の造り方には︑非常に考へさせられる黙が多

人生の最も重要なる陶冶期である帝年期を︑徒らに断片的な知識とは素より教師たる者の必須なる際件では有るが︑これと共に人格

の聖火を靴ず可き秋であります︒識育の改革は︑何物より蝋億つ先を横溢させつ︑租幽に忠なる教育を行ふ信念の士彩現下の日本は需一

思想と信念を改造するにあると信します︒

其魔で考へられなければならないことは︑教師養成機闘の大改造るまいと信じます︒︵総り︶
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陶冶・意志の鍛錬等が勢ひ閑却されるのは営然であります︒冬あるのであります︒知識を竪富に蓄へ︑優越せる技能を有するこ

と技能の収得に維始せし的︑生命の枯渇せる畢科の注入に倦怠の生人材の黙に於ても︑決して教師たるの器量を失墜しないだけの確賞

活を詮らしめて︑健康を害し︑締祁を萎縮せしめて居る我が函の教性のある者でなければなるまいと恩ふｕ昭和九年拙逸のハイデッガ

育は︑今や正に籍算せられなければならない時機に直面して居るの−がフライプルグ大畢紹長に就任の際彼は﹃大畢総長の頑任に就く
のは︑この最高畢府の精紳的指導ｋ殉することである﹄と絶叫され

我が園の識育革新は︑今や一刻の楢溌哨許され無い︒荷も最高単たが︑言は簡なれ共意味沈に深長なるものがあるので御座います︒

であります︒

が如き現吠に於ては︑一刻の楢琵も無く粛畢に向って謹進しなけれイデッヵーの如くに﹃我九は皇幽の教育精紳に殉ずろ﹄と男らしく一

府の教壇に起って居る築響と信望ある激授が人民戦線の指導者たる我が現時の大皐︑専門畢校︑乃至中等皐校の校長や教師にしてハ

ぱなるまいと思ひ玄す︑今にして︑瀬畢を断行しなかったならば︑高らかに絶叫し得る大激育家が果し一﹂何人あるでありませうか︒﹃皇一

我が帝園の上層教育は破滅の一路を辿るより外はあるまい︒今こそ園の教育精紳に洞ずる﹄と絶叫し得る偉大なる教育家を即今の日本一

教育の根本的刷新を期岡し︑皇園本来の使命を達成する正しき教育は要求して居るのであります︒雄頑なる菰塊を有し︑溌刺たる元気

肩⁝⁝⁝！⁝⁝蕊講議蕊霊達鮮

i弓叫を新革の育教

】[

机
の
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Ｘ

￨
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江ろばかりか︒

べし！但しそれには何時迄も抽象論でなく︑順か一迫

込むで御座る！

Ｘ

×

せもないのに御返事とはそりゃ無理でぜう！無理が通れば迩理引

脚由な身にして申上げる責もなく！然も何んの左様水考への持合

英米我が将来の雄鯉計課を問ひ合せて来る！僚約にも加照せず

うて典催的問題の下に動員して行くぺし！

第三期と並

長期職の部とて︑剛民精抑線動員も︑然握期か喪する！錐二期

Ｘ

！御尤ではあるが仲し御忘れにならぬ様に！

餅の革新政策も軍事に専念する非常時とて後廻しの事になるとか

×

の協力に侯つからには！

七十三議曾で多少なり閥民は時鎚其の他の開係の賀状を知り得
︑︑︑︑︑︑︑︑も︑︑︑︑︑
汝︒よらしむぺし︑知らしむぺか瞳ｈすの政治は不可！何事も図民

×

援助とかで近頃騒ぎ川しれらしい！又々味噌つけで聯盟は有名に

︑︑︑︑

閑際聯盟は消滅かと思つれら︑何だか英︑伽︑露其の他では蒋さん

￨
"
｜

第二次赤の検器で火曜教授其の他畢者緬凌出場！赤をカモフラ

も何年でも御座れだ！この闘力が分りました力！純満で行詰る

三十億の際算︑四十億の事鎚諜算も何んのそのＩ鵜飲み１然

×

とすれば風上に詮けない！紳︐士が擬人に没落？

を長崎で打つ求心弊とすれば世の滑稽もの！これで自慰す乃英凶

英鯛では束京開催のオリンピック大倉に不出場とか！江戸の仇

×

身か捧げての忠誠も尚足らざる乃思へ！

及ぶ︑鳴呼皇魁の宏大無遼！茂邦無比唯感激ある？妙！川岐一

畏くも紀元の作節一卜常り恩赦に浴一り︑復椛冊蔵人︑減刑一千人に

×

省せよ！要は唯虞に憲政を日本的に迩川努力するあるのみｌ

閏蓮か籾よ！立憲政治のお蔭１．ファッショ龍何だと騒ぐ迩中反

憲法溌布五十年式典厳かに行はろ！五十年の此の進展謝りなき

×・

も凋噺も不可！又公平妥常たれ！されば羅蝋一致は旧し！

は蛍銃後の図民は何起しても足らぬと考へて居るから！価し厭制

増税もよし︑奉仕もよし︑何の動員も脈はい！職場の婚士走思

Ｘ

でなかつれのが不思議！

同端園の刺に感謝の誠心走捧ぐろのは常然！これまで隅家の祭日

靖醜祁就祭日悲図家の祭典日とする韮衆議院は決議する︒閏民一

×・

動員法﹂もどうか！

ばぬ？﹁政治の中心問題﹂一噂黒雄︑﹁厚生祁兼係﹂も黒畢︑﹁幽家総

非附吟人筑の近衛首州も︑どうやら双葉山の十三日勝放しには及

×

や鵬梅のため六○六雛の注射を秘す！．

１該してゐろ教授が居てば大訟教育も危肱妬々！非常時日本は今

、

と云ふ世界の認識不足の御幽の人々よ！
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佳話・途話
○猫好
源富孝季は土佐人で︑東京高師教授をして︑教育界の豪
大な偉丈夫であった︒

傑として名高い︑また酒豪として恥有名で︑そして頗る互

蔑夢

がついた︑山人の好敵手は鈴木充美︑此の二人が或時︑放

屍河を嚢起して︑案内状をまわしたが一人忠来なかった︑

だけだったが︑今はどうなったか︒

放屍宮といふものが績いてゐるのは禰井市に唯だ−つある

︑︑

幕末の勝海舟伯は︑その子小鹿を米闘に留畢せしめ︑海

Ｏ最古の旅行尭歌

綾いた猫好きで︑猫種を賀ひに人が行く程であった︑幅富

軍修業をさせるつもりだが︑小鹿は未だ十三歳の少年︑適

︑︑︑︑︑

が夜︑寝てゐると︑猫が子守連れて入って来る︑魁偉な男

常な随行者が必要なので︑塾生︑仙豪藩の富田鏡之助︑庄

古の海外旅券の一つで︑人和書を記入したものである︒

十四日であった︑常時︑高木氏が雲領した旅行免状は︑最

で︑米閥郵船に搭乗せしめ横漬出帆︑時は慶曜三年七月二

︑︑︑︑

子が癌返りをして︑朝起きて見ると︑猫の子が二匹死んで

丙藩の高木三郎剛人を抜擢し︑一ヶ年皐費︑金千雨の約束

その風格とは不似合に猫好きであった︑母親以来︑二代・

^

限五ヶ年︑軍艦奉行

第六十六雛

勝安房守家来︲
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青
ゐた︑多分酔って寝たのであらう︒

○芳韮山人
屍といふ本がある︑無類の本で︑皆珍づらしがると︑洛

︑︑︑︑︑︑︑︑
屍で名高いのは︑芳非山人︑西松二郎．これは畢生の放

陽の紙偵を高くするほどは責れない︒

屍薫の中で︑最高黙をとって︑それで芳非山人といふ雅銃

〃

佳
逸 ・ 話
話

生園出羽高木三郎
身丈五尺三寸面︑丸キ方

・年齢二十六歳口︑常盤

眼大キ方鼻常畿
書面の者︑宏房守納領小鹿従者として亜幽へ罷越度﹄口
・願に曲り︑此読書を典へ候川︑途中︑何れの例にても

日本外閏事務局

無故障︑遡行せしめ︑危急の節は州帝岬の保誇有之候様

慶唯三丁卯年四月七日

其叫官吏之蛾入候︒

Ｏベルリの未亡人と娘
幕使村垣淡路守の航海日記昭一三１ヨーク滞在中︑・ヘ
ルリの鐸なるベル壬ントといへる者︑旅館に来訪して︑自

宅に招待したい希望︑五月九日といふに雁訪することにな
った︑その日︑行きがけにペルリの未亡人を訪問した︒其
日記に︑

五月九日︑陰八十五度︑午後二時よりペルモントの家
に行くの約也しが︑其序にペルリの後家の許に訪れよ
と勘めけろまＬ︑其家に行けば︑美麗なろ四階の家な

も︑

り︑あるじはペルリの子にて︑ロイテナント︵宵名︶な
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
れぱ︑今航海中なる由︑後家ば穏順にして威もある老
婆也︑れん︾︶ろにもてなし．娘や孫江ども出て挨拶し

我醐に漉来せる時︑賜ばりし品々︑はれ求功得し我幽

の器物︑飾りてあり︑ペルリは我鎖鴎韮開て︑和親韮坂

結びし大功を奏しければ︑重く賞されけるが︑三とせ

とべ︑また新らしく鴫けるよし語ければ︑はからずも

先に身まかりしとぞ︑こたび使節参りけろば此人の功

此家に来リ︑衣りし撒なればと言ければ︑老準涙ぐ｜か

家に至る︑大家にして珠更に美華↓権誰したる有様なり

・て言葉もなかりけり︑謝詞して此を出て﹂ベル・モントの

男女敬百人つどひて例の雑踏也︑一席に食盤を設けて

四五︑すこぶる容顔美腿也︶

あり︑各盤につく︑主人の妻女︑︵ペルリの娘︑年拙

○一千十三年の松

十返舎一九は︑越後︑出雲崎︑字尼瀕の米屋十兵術と懇

草牡﹂を執筆したといはれる︒

意で︑北漁の時十兵術方に滞在して︑有名な族行記﹁金の

﹁金の草鮭﹂の中に︑出雲崎の海罵佐渡島を眺め渡す茶

店に枝ぶりの見部な老松がある︑枝が地に接いてゐる︑主

く覚えてゐるものだと感心すると︑︑王人叉たいはく︑松は

人に松の年齢を聞くと︑一千十三年といふ︑大さうくわし

千年狸て姪枝が地につくといふ︑此の前年︑自分方で法事
す卜︒

をした時︑此の枝が地についた︑それからてうど十三年で

Ｏ牛股武右衛門
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ｆも

筑後は古来角力の園で︑筑後川の河童歩壱も角力取るの

︑

が好きで︑力士が河原に来ると︑水底から出て来て挑戦す
るといはれる︑九紋龍清太郎︑七尺六寸︑四十八貢︑龍ヶ
清香右衛門︑六尺五寸︑讃いて大岬丈右衛門︑六尺二寸︑

秋津島浪右衛門六尺︑三十貫等の互漠が輩出したが︑天
保年間の牛股武右衛門が尤も傑出してゐる︒
牛股武右衛門は︑錦繕の一枚繕にかＬれた程の魁偉さで

あるが︑一枚繕の説明によれば︑年二十六の時︑身長七尺
六寸︑瞳甫五十二賞︑顔の長さ二尺二寸︑剛手合はせて米
が一升一云口入り︑太守に招かれて酒三升を飲み︑五升の飯

を半分残し︑種会の珍味化肴を頂戴した︒或時︑庭に引出
した牡牛の立った侭なのを︑脊からまたぎ越したので︑牛
股の名を賜はったのである︒

○日本王子
抗日を以て立幽の大義としたのは︑蒋介石に始まること
は︑勿論だが︑ずつと昔から支那人は︑諸外閥人の中︑殊
に日本人彩軍く認めて抗敵の意思を現はしてゐたことは︑

此の日本王子の話に徴しても知られる︑此話は杜陽緬に戯
せてある︒

唐の時代に日本の王子が来朝した︑単に王子と惇へてゐ
るだけで︑其名は分らない︑王子は種々の珍賓か一献じた︑

唐の朝廷でも手厚く欺待したか︑王子は非常な碁の名手で
顔師言一転接待官に任命した．王子は日本から挑滞Ｌ−Ｌ来た

あるといふので︑特に常代支那の館一人の碁客︑待詔官の

而こそ凄いものであった︑日本の東方三蔑里の海上に集属

碁盤と碁石とを出して︑顔師言と封場した︑その碁盤︑碁

島といふ雛島があり︑その島に凝霞墨といふ高邸かある︑

その邸上に手謹池といふ池︑その池の中に黒と白との玉の

面のエうに平たく光かろ王の石盤︑それを碁盤︑碁石とし

ような石︑しかも冬暖夏冷といふ理想的の碁石それに鏡

顔師言は懸命に封場したが︑第三十一一手を下した時︑形

て持って来たのである︒

勢は浬沌として勝敗︑逆賭す可らざる巾にも︑何となく危

機が含まれてゐた︑此一戦︑支那としては剛威を賭してゐ

って考へ込んでゐろうち︑知らずＩ︑肌はダーフリと垂れ︑

る︑彼一敗せんか︑君命を奈何せんと顔師言は手に汗を握

指が伸びた︑如何にも悠然として蝕裕があるような形であ

ってゐる︑形勢漸く難局と見ゆるに敵の泰然たる態度は意

る︑これに反して︑王子は菅を張り︑目を怒らして力味返

外であった︑・接伴の役人に向ひ︑

られるか﹂

﹁一侭︑顔待詔は貴園では何番側くらゐの名手でゐらせ

﹁ナニ︑顔待詔は︑支那では先づ三番目といふところで

と問ふた︒

せう﹂・
Ｏ

其賓︑第一番といふことを秘して豪語してゐる︑王子は慨

﹁何卒︑第一番の碁聖と一度︑御手合はせを願ひたど

然として︑

斗迫まったが︑接伴の役人峰
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﹂

﹁王子若し第三番に勝ち玉は畦︑第二番︑綴いて第一番
がお相手薪致すことでございませう﹂

と︑王子の希望を取合はなかった︑王子は感慨無量の面持
で此必局面︑勝敗決定せざる中に碁ぞ止めてしまったので
もない・

ある︑ホッと一息したのが顔師言であったことは言ふまで

顔師言が第三十三子の時︑悠然とした態度海結局︑敗
戦を免かれた所以である︑支那では爾来︑
﹁言顔師︑第三十三子下︑銅紳頭﹂

といひ徳へ︑これを繕岡にまでして碁界の美談としてゐる

装置してあった︒

韓志和はまた木猫を彫って︑入祁の妙を現はした︑これ

こそ虞に入祁の妙中の妙といふ谷へきで︑木猫は能く遁逃す

る鼠を迫かけて捕へたと僻へられる︒

時は唐朝︑穆宗の時代のことで︑韓志和は王宮の飛龍将

て天十の御前に其祁技を揮ふこととなった︑韓志和は一生

軍の部下に屈してゐた︑飛龍は其祁技を奏聞し︑日を定め

一代の智慧を揮つたように見えた︑支那では天子につり合

ふものは龍だから︑結局︑龍を題とすることに決し︑出来

上がった龍は踏脈の上に職かれたのである︑金銀を錘ばめ

極彩色が施されてあるが︑龍は僅に半身を現はしてゐるに

過ぎぬ︑天子が近づいて踏燃を踏む途端に︑髄は忽ち燐︑

子恐れて後退したようである︑韓志和︑三拝九拝して天子

震︑爪︑牙冴露はｌ︑雲を得て飛び上がる勢を示した︑天

を驚かした罪才謝し︑別に新意匠を出して︑聖職を慰めん

ことを荊ふた︑韓志和は即ち懐中より一三寸許酌小さ庶桐

箱を収出し︑蓋を開けろと中から︑虫のよ︾うな粉のような

極小さい反赤な動物空三面許塊はれ川た︑韓志和︑頓首

﹁これは蝿虎子と申すもので︑丹砂を食餌と致すので︑

していはく︑

す﹂

赤いので為ります︑脊梁に合はせ−４一能く舞踊を致しま

早速に蝿虎子を五隊に分け︑奏楽に合はせて舞はせたが．

賞に祁秘を極めたもので︑殊に謹雄のところになると︑此

の小さい動物は蝿〃ような躍を出す︑曲潅はり︑舞踊哨亦

−−39

のである︒︒
○大天才︑韓志和

韓志和と聞墜Ｌは︑支那人としか思はれぬが︑賞はＨ本
人にして支那に渡って︑古今稀なろ天才売現はして朝野一せ

驚かしたといふことが︑支那の書物に仲へられてゐるか︑
日本に於ける郷里閥姓名も分らない︒

韓志和の純歴は少し哨分らぬが︑支那に渡ってからは機
巧に閲する不思議の天才奔恥現はし︑木で僻︑鷺︑鵬などを

彫るのが反物と逮ふ所か無いのみたらず︑それ等のものが
活動して︑飲醗︑悲鳴する光景は頃に生けるもののようで

あった︑のみ江らず韓志和は︑能くそれ等のものを一百尺
乃至一百尺と天空高く飛ばしめることができる︑飛伊へるだ
け飛んで烏は地に下つ一Ｌ来る︑それを取って解剖して見る

と︑従来︑世人が未汽嘗て見ざりし一種の機械か腹の中に

、

佳
逸・話
話

佳

蓮・話
話

た総はる︑一同秩序正しく︑禰々として退く︒
やが︸し韓志和は蝿虎子を取り納さめ︑その灘匹を指の上
に載竺Ｌ︑一一面尺の距離を隔てｋ飛んでゐる蝿を捕へさせ

たが︑恰哨暇か雀寿揮つ如く︑百謹百中である︑彼の神技
々として退出した︑かくて韓志和は寓門を出ると︑逢ふ人

は悉で穆宗の叡感に叶ひ︑敷多の頂戴物狩賜はり︑意気揚

毎にその不思議な蝿虎子を分け輿へた︑此事あって一年許
の後︑韓志和は瓢然と上﹂何虚ともなく去って︑その行術
を知る者は無かった︒

韓志和のお話はこれまで上あるが︑彼がゐなくなってか

を栽えたが︑花が開くと香索︑人を顔ひ︑花はいつまでも

ら宮中に不思議な事が績々と起った︑宮虚の前に千葉耽丹

中に毎夜美くしい黄白の蝶が何虚ともなく現はれ︑飛んで

盛りである︑資に人間未曾有の花である︑それからまた宮

また何虚ともなく飛び去るのである︑宮女たちそれを知っ

此花に集まる︑光彩燦欄として四遥彩︾照らし︑天明の頃︑

はなかった︑天子までが網を張２Ｌ敷百匹葬捕礎した︑か

て幸って羅巾を以て抵かけまわり︑蝶の幾匹か券捕らぬ者

第一の桑となるまでになった︑然るに夜か明けて恥ら見る

うして夜もすがら︑此の奇怪なろ胡蝶を捕ることが宮中の
と︑これ等の胡蝶は生きた蝶ではなく︑悉く金屑︑玉屑で

何ともいばれないほど鑓妙に作られた金蝶王蝶ならざる
はなかったから︑宮女たちは紐をつけて首飾にした︑夜は
外づして化粧箱の中に入れておくと︑燦然として舷ばゆい
ばかりに光るのである︒

間もなく︑宮中の賓蔵を開くことがあったが︑金屑︑玉

一同︑さてはと撮るところかあったといふことである︒

屑に半分︑州蝶にたりかけたのが多敷に謹見されたので︑

○大鰻頭

金津に越後屋佐助といふ道具商人︑京都の本願寺詣での

往き︑特別大きな鰻頭は無きやといふ︑無けれど哨注文な

序でに大阪見物︑ふと評到の虎屋鰻頭の事を思出し尋ねて

置き︑翌日を約束して儲った︑その頃の一歩は今なら十回

らば作るといふ︑金一歩に一つの大鰻頭を注文し︑金一雨

抽蕊︾北病か諾輯群桐や鍛罰唯畦鍵妹搾知壁鐙雌帳壷紳濯一

の時間にやって来た︑亭主出迎へ︑先づノ︑と座敷へ通し４
酒など川すに下戸なれば早くノー鰻頭を出されよといふ︑一

で運び出す︑鍵二枚程ある︑佐助大喜びに大鰻頭を片端か

狐︑注文の鰻頭︑一つ蒸上り︑大きな戸板に載せ大男三人

か呑むよ弓に喰って仕舞ひ︑他の一つの方はみやげにする

ら喰ひ懸けるを︑家内一同肝をつぶして見てゐる︑鬼が蚊

と見物山の如し︑旅宿に蹄り︑どうとおろした吾に家鳴り震

とて細引三本で十文字にく入り︑背負って虎屋の店を出る

て旅宿の心宏き人々︑加賀から上った人々等集まって四十

動す︑家内巾驚いて出て見れば︽家一ぱいに大鰻頭⁝⁝さ

右は賓暦四年甲戎閏二月︑大阪︑北久太郎町の旅宿のこ

七人かｋ２Ｌ漸く此の大鰻頭を平げた︒

とであった．

ロ

修養雑談︵三
纏州Ｌ上匡吹牟ｌ︑諏岬

０酒
０禁
０煙
０
蕊

りたくないのです︒園碁や謡曲は怠けでないと思ってゐる

あります︒私働く老人になりたいので︑怠寸た老人にな

人が多いであらうが︑私はあれば怠けだと信じ玄す︒叉年

老いたから︑そんなことより外に篇すことかない人である

ったのか︑人々から役立たずにされたのか︑どちらにして

なら︑その人は役立たずであります︒自分で役立たずにな

ほ喫し放題かといはれるお方があるかも知れませんが︑私

煙も篇したことはありません︒然らば酒は飲み放題︑煙草

の運動も鰯して居られます︒私即ち村上は未声嘗て禁酒禁

耐曾のために何の役にも立ちません︒いばんや酒でその日

りをやってゐて︑どんなに長命であった所で︑それが閥家

ことです⑨時勢が昔とは遠ってゐるから．開碁や謡曲ばか

まで悶碁や謡曲でその日ノ︑を過すのは︑大いに間違った

通りを︑今の一世に於一Ｌ虞似をして︑隠居根性で︑朝から晩

も︑役立たずです︒昔藩主から職をもら２Ｌ生活してゐた

か未だ醤︶ｆ酒哨煙草哨口にしたことのないものです︒それ

も︑長命したも︑同じいことです︒私はまだ長命といふ程

を過す人に於てをやです︒そんな人はいＬ加減に死んだ

︒

きれば長く生きただけのことを腐したいと恩ひますので禁

は働く擬悟であり龍す︒

煙禁酒の同盟にも共鳴して働くことが川来るだけのこと

r▲

醤翠博士岡田道一氏は︑禁酒禁煙を高澗し︑又それぞれ

手ではないのです︒併し岡田博士の拳に両手をあげて共鳴

故﹁禁﹂の必要はありません︒もと／︑酒も煙草も私の相

叩一︽

ではありませんか︑併し私より哨いくら年下であって膳

し〆

し︑同博士の説を恥拝借して巡講の際︑それを話すこと

課

届根性で居る人が少くない様です︒私ば及ばずも︑長く生
＊

もありますので︑その一節を数に掲げることに致しさす︒
年老いたといって︑．閲碁や謡曲でその日ノ︑を過すのは

大いに間違って居ることであると︑私は信じて居ります︑

しかし私ば煙草の害に就いて深いことは知って居り志を

又あまり碇く人が知って居らないやうでありますが︑岡田

ん・ニコチンの害なんかば知ってゐろつもりであります︒

病牙ならば惟方がありませんが︑さうでないならば︑死す
て︑その通りをやって居るので︑各地へ講演に出かけてゐ

が原因である場合か多いといふことであり一堂す︒端息に煙

遁一仰士がい２Ｌ勝られ志手如く︑彼の恐るべき癌は噸草

るまで働くでなくてはなりません︒私はいつもさう思っ
るのであります︒又埜煙なり禁酒なりの同盟もありますか
ら︑その篇めに少しで恥川に立つ厳らぱ︑川をする精祁で

1】
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草がよくない位なことは分り切ったことであり圭子が︑そ
こへ気がついて居らない人が矢張あります︒仙の中の文化
が進むと︑人のすること潟すこと︾か︑以前よりもよくなる

との断言は出来ません︒煙草の如きは反劉です︒かぅいつ

ても︑何のことか判らない人もあるでせう︒以前は刻煙草
を用ひたものですが︑此頃では刻煙草を用ふる人はだんだ
んと少くなって︑紙巻煙草︒葉稚煙草を多く用ふるやぅに
なりました︒ニコチンがどちらに多いかと云ふことば明言
し難いのでありますが︑大腿で申しますならば︑紙稚︒葉
巻よりも刻煙草の方がニコチンが少いのであります︒だか
になります︒又喫煙者の子に死亡率が多いといふことか．

らだんｊｌと害の多いのを用ふるやうになったといふこと
近頃研究されて来ました︒

酒の害は常人だけだと今哨思２Ｌ居る人が多いのは遺憾
であります︒大酒家の子には天折者や精紳異状者か出来易
いのであります︒中にはこの害を聞いて︑びっくりして︑

そんなに恐るべきものとは知りませんでしたと云ふ人があ
りますが︑びっくりしたが篇めに酒を止める人は稀であっ
て害あると知っても︐止めたくないといふ人が多いや５で

あります︒ですから之を止めるにも修養でなくてはなりま
せん︒踊逸テオｏグレース博士の箸を岡田沖士が窪された

のがありますが︑それによると︑葡菊酒を亜壮割として奨
は決して身艦を亜牡にするものでなくて︑反って身魁の抵

める鍔者があるが︑あれは間違った﹄﹄とであって凡て酒

抗力を弱くし︑病気に躍り易くするものである︒又酒は溝

化を助けるといふの蝋間達ひである︺苦しい狸食やへ過ぎた

時には︑一杯弧哩酒を飲むと︑腹が梁になったやうな感じ

かも知れないが︑之が消化を助けたのでなくて︑胃を獅蝉

がすることがあるので︑酒が消化ぞ助けたと恩ひ誤ったの

させた篇めに一時苦しさを感じなくなったに過ぎないので

させるので︑食今へたものが︑酒を飲まない時よりも︑遥に

酒は決して消化を助けず︑胃寺燕蝉させ︑その機能を減退

長い時間胃の中に停滞することになる︒それか度頑さなる

と︑胃腸病の原因となる︒叉酒は牙牒才温めると思ふ人が

まない時より噛低く︑又寒中は酒の潟めに凍死し易い︒そ

多いが︑之も間違ったことで︑酪酎した時の身隠の淵度は飲

ふに︑それは酒精は身艦の表面にある血管薪癒蝉させ搬張

れならば︑酒を飲んで温かく感ずるのはどういふ課かとい

させるので︑津山の血液が流れ込むからであるのです︒併

が低下して︑凍死の危険か増して来るのであります︒酒に

しそれがために膿温はドシノ︑外界に逃げ去るから︑隈温

就いて誤解し︑篇めに身をあやまる人が少くないのは甚だ

遺憾であります︒

００○○００

静座丹田呼吸

静座は所謂露術者かよく人達にさせたものですが︑何等

になって︑スッカリ下火になってしまひ主したか︑所詔霊

の敷果もないために︑世人からの信州を失し︑あんなこと
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急，

術者などの識座は間違ったもので︑敷果がないのは営然で左す︒心理上之をいふならば寸之は観念動作であり蓑して

︲力まとまって．丹田呼吸も

あります︒一時静座で炭く名を知られてゐた人がありまし動くといふ勤念があるならば︑身暖の動作は動くことにな
たがあれの如きぼ非常に間違ったものでした︒第一下腹印るのです︒さうなると︑よくｐ・

ち丹田が凹まない座り方でなくてはなりません︒丹田が凹迩切になります︒このことに就いてモット述べるでなくて

んで︑こちらに座ってゐるのが︑ズンノ︑前へ乗り出すのは︑よく御了解が川来ないかも知れませんが︑齢り長くな

をい上様に思ってゐたらしいが︑あれは大きな間速ひでありますから︑これだけに致します︒何を申して仏陛地で︑

︑ります︒世人の多くは間違った静座を知って︑負の静座を賓地を御覧に入れながら説明するでなくしてば︑徹底とは

は質地やって御覧に入れるでなくてはよく御了解が出来なあるならば︑私はいつでもその御要求に膳じます︒汽車に

知る人が少いのは甚だ遺憾であります︒どのやうにするかいはれません︒それで資地を見せてくれと仰せあるお方が

どなたでも出来るのですが︑今申したその人の様に︑いつ・之をやって居り底がら︑賃の敷果を知らたい人哨あるやう

からぅと恩ひますが︑一度御噛に入れさへすれば︑直ぐと乗って出かける位なことは︑私の齢する所であり童せん︒

廟自分の前に座らせねばならぬといふやうなことは決してに恩はれます︒又私がやって居るのを見てひやかす心理里

ありません︒下腹が凹むのは疲努の状態であるのでよくあ者すらありますので之か即ちよく知って居らないといふ気

りません︒それ故どういふ座り方でもい人が︑下腹が凹まの毒左読鍛であるのです︒静座をして丹田の呼吸をよく調

ない様に潟さねばなりません︒そして剛手の指を組んで拝↑和させることになりますと︑雑念が去られるので︑之が修

田の上に置きます︒丹田は身艦の中心であって︑そこへ手蓋の一方法となるのであります︒掃除が修養に必要である

をやることによって心がまとまって︑よく注意が出来ることいふ詮に私は異議はなく︑至極よい考へだと思ってゐま

とになります︒身侭の前屈はよくないが︑後方へそるのもす︒又祁棚俳壇が必要だと云ふの哨最ものことと恩ひま

よくない︒一口にいふならば︑身僻を負直ぐにするのであす︒併し平易に誰でも川来る静座丹田呼吸は︑長時間を要

ります︒そして口と眼と彩閉ぢる︒それから身隙が左右にするでなく︑十分間でも︑五分間でも︑毎日やればい上の

ではありません︒所謂露術者の中には．故意に動かさせるのぱ必ず敷果が現れるので︑男女の別なく︑如何なる人も之

動くと信じて居るならば︑必ず動きます︒故意に動かすので︑他の壮事の邪魔になるで恥なく︑そしてやりさへすれ

があります︒之は動かすでなくては動かないものと思ってを資行することにして徹しいと思ふのであります︒

居るからであって︑畢寛は心理上の知識がないからであり一度やって直ぐと敷果が見えるではありませんが︑綾け
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あります︒

すると人々は忠資に働くやうになって︑裡潜上非常に益を

得たといはれました︒祁戸で勝員三十齢省の商店︑こ上は

皿

しを祇して

ふみ

日の本の園と人とを護り采し

この誌こそはとはに楽えむ

いぽいを

ともしぴ

五百五十の巻を重ねてとことはに

世の闇照ら十距火とたれ

弘道の世に蓋しつるいさをしは

富士の峰よりたほ高きかな

一

若林・貞雄

弘道誌五百五十読を迎へ

常に上りました︒

ると不正の疑ひかあった人は正しくなり︑十女の成績は非

十日間の滞在で︑家族にも店員に＆練習をさせました︒す

I

てやって居りますと︑雑念がなくなって︑よく落付きます
から︑勉畢を致しましても塾んだことがよく頭に入り︑
業務を執っても︑間達ひかなくなり︑又自己に反省して悟
ることにもなるのであります︒それで静座に平常の勉畢に
す︒よく落付くから︑入畢のための考査の場所へ出ても平

も必要であれば︑上の畢校へ入るためにも必要でありま
等で筆をとることが出来るのであります︒私は年来之を人
灸にさせて居ります︒業務にして明さうであって︑之れを

居りましたので︑矯正して欲しいと私に要求しましたが︑
私は﹁求めて矯正の方法券一謡ずるまでもない︒静座をなさ

い﹂といって︑三日間私が導いて︑あとは自宅で自分でな
さいといったので︑十日間自分でやり︑それからは決して
計算運ひを篤さないやうになりました︒自分で績けてやっ
てさへ居ればいＬので︑私が三日明導かなくてもい上ので
三日間導いたのであります︒モット長く導いたのもありま

あるが︑この方が敷果が比較的連に現られるから︑要求通り

の人にも︑これといふ失敗があるといふ課ではありません

す︒大阪市外某商曾では︑店員蛮旨除名居りまして︑ど
が︑曾主が必要な静座なら篤すがいＬと云ふ風になって︑
少しユックリと一箇月ばかり来て欲しいと云ふのでしたか
ら︑私はそれに賑じて行き︑店員に交々練習をさせました
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やれば非常に益があるのですが︑之を知る人が少いやうで
修

五十七歳の賞業家が︑いつも計算運ひをして損失をして
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／

ろ迭走魁身るな全健li締ろな全健

健全なる粘紳はｌ

翁は此の箱抑力悲持つと同時に一面蚊十年Ⅲ無嫡で通したと云

ふ︒所で西諺一ト随へぱ﹁健全なろ縮紳は健全なる身僻に橘ろ﹂であ

るが︑此の筆法ならば︑翁も身催が健一全なるが故に︑不擁不恥の精

何となれば翁はより修養的であり︑精祁的見地に立脚し︑脚身の貴

祁が宿ったと云ふ事になる︒併し翁は之に異識があるのである︑

き髄峨の結果﹁健全なろ粘岬は健全なろ身綴を送る﹂との標語を造

って︑此の信念悲以て人々を導いて居るのである︒即ち翁は生来蒲

柳の質であった︒にも拘らず今日の健康悲保ぢ得て居るのは︑礎に

翁の修養による健全なろ糖川の養成に成ったもの一ｒある︒若し健全

なろ身撹あって其の精祁が宿るとすれば︑生来身髄の健全ならざる

ものは︑健全なろ精川は右ち得ないことにもなるとの結論も出て来

語の訂正は︑拘に弘道人木村翁にして語り得る所︑さすが一トル感ぜ

る︒これでは人間の修養ば慨値が乏しくなる鞭となる︒此の翁の標

ざろを得ない︒吾々道徳︑修養悲念とする者は︑此の翁の言の如く

︑身修養して健全なろ粘岬を先づ菱ひ︑以て健全なろ身概をも得る

事とし丈いものである︒翁の此の信念は︑蕪脳郷皿脈脇腺下に於て

の新聞紙上の記事の一三か左に紹介し︑以て諸荊と共一卜︑我が弘逝

諸新聞紙上に紹介され︑称へられてゐろが︑抑に飛蹴戦である︒其

人木村翁の一面悲窺ふ事としたいと忠ふ︒

○祇島牌教育新聞

明治以来の女流教育家として右名な︑梅巷棚橋絢子刀脚は︑もう

三側磯が聯︿ｎｔて刀自の調雄を開いたが︑肺上前代議士荒川五郎氏

九十九歳︑旬側の後には百歳の齢となる︒先般奈剛の教育教化の十

､

１健全な愚身僻を造る

として五十年以上綴縞し功努多大なる八氏に感謝の意走表する所が
は其の中での最年少・者とも云ふくく︑．今日其等八人の弘道の元老も

あつ犬が︑其の中の一人に里州島支含幹事木村新太郎翁がある︒翁
二年足らずの間に今や半数の四人に過ぎなくなった程である時︑依
然木村翁は健在者の一人として弘逝の一線に立って活躍されつ上あ
ること猫仙者を礎ぐ右様で︑誠に係とすべく斯迩の焼慶賀に堪へな
いＯ

翁は︵翁の文字は閏年拙者の感ある氏には唯ばしくなく︑或は叱
られるかも知れぬ︶二十歳頃早くも町村油翁先生の知遇を得︑爾来
深く敬慕して師事一りろ研があったが︑爾来五十打録年︑釜く文学通

も︑年齢の相違はあって﹄︒︑降っても晴れても翁の精刺には卿かの

りの絡飴一貫で︑よし世相は塗っても︑自身の境遇に愛化はあって
＄

鍵りばなく︑逆心孜々弘めろ邦家斯迩の焼の念あるばかりである︒
不錬不朋︑維飴一貫とは︑翁の鯛に鐘いれた一言葉の如く一ぐさへあ
る︒
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弘道に経蛤する木村新太郎翁を語る

者

日本弘遡蒋が昭和十一年に創立六十周年記念大曾悲催せる際脅員

記

●

が代表して贈呈した賀詞は︒特意共に到れる塙丈だ︒ところが︑面
と云ふ西洋の諺の逆を行つれのがあって人目起ひいれ︒

白い事には︑雄あ文中に﹁健全なろ精祁は健全なろ身鎧をつくる﹂
︒

然るに此の名句は︑一応烏市置賜町居住の弘通含の熱心家木村新太
犬もので︑木村翁は青年畔代から此の︑主義で健箕な思想を養ひ︑従

ることは而白い︒︵昭和十二年十二月十五日︶

て蒲柳の質も今Ⅱの長寿か一保ってゐろ︒名句の本家が我が禰島に在

○耐島民報
健全なろ精祁伐健全なろ身鐙悲造るＩｌ棚橋絢子刀自は︑このお
正月で百歳走迎へようと云生筒齢なのに︑なほ頗る元気で女子激育
の求めに諾してゐろ︒其の刀自の九十九歳の祇賀含が︑先般東京九
が毒頚の挨拶走述含へたが︑其の中に﹃西洋の諺には﹁健全なろ身侭

段の軍人含館で開かれ北︒其の席上壷企圃燈走代表して荒川五郎氏
にば健全なろ精祁が宿る﹂とあるが︑我々日本人は﹁健全なろ精祁
は健全なろ身畿を造る﹂でなければならぬ﹄と池ぺ︑隅民精祁縄動
ところが祁烏市のⅡ本弘通盃哩支術の木村新太郎翁ば︑十数年前艇

員の時局下に際し︑非常の感銘を輿へ北︒．
にこの﹁健全なろ精抑は健全なろ身畿を造る﹂と唱迩寅践し︑術時耐
︑烏訓盲喋校教諭士りし石山三郎氏が︑溌士識山たなしれる際に︑こ
の言葉心揮奄贈呈したことがあった︒そこ一心︑此の叫比耕祁総動員の

ってゐろ︒︵昭和十二年十二月二十四日︶

○頑島撫教育

西諺に﹁健全なろ緒川は健全なろ身鵠に宿る﹂とあるのは︑除り

﹁健全なろ精祁は健全な身鎧をつくる﹂

にも人々に贈灸してゐるが︑前の名句は日本弘道含の熱心家として

山三郎翁の富士登山の覗畔として書いれものであると・翁は生来茄

表彰もされ求禰島市置賜町の木村新太郎翁が︑今から九年程前に石

現在長毒と健康走維持してゐろので︑長毒活動を欲する人士に奨め

柳の質であったが︑青年時代から︑この主義信念の賓行によって︑

然るに明治以来の女流教育家として︑有名な棚橋絢子先生の九十

永いと熱心に語ってゐろ︒

詞の中にも一致する言葉があつれことを喜んでゐろ︒

九歳の御覗に︑其の席上に於て︑荒川五郎氏が代表して贈呈し誰賀

力弧い言葉であるから︑敢て木村翁のこの名句ル紹介する次第で

右の如く偶を棚橋女史の脱強により︑木村翁の多年の信念の一致

ある︒︵昭和十三年一月一日︶

を見れ事より︑新聞紙上に紹介されたのである︒翁多年の信念と努

力は蝋十年にして弧く人の理解と注意老惹くに至つれ事は︑何より

である︒記者も亦此の喜びを恩ひ翁の愈々健在と御誰力を斬り︑故

に細介の鈍錐たものし士次餓である︒
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非常畔にふさわしい新標語は︑一噸陽から生れてゐろと云ふ２ぐ︑翁

をめぐる敬育界の人達は大喜び︑大いに此の穣濡を普及したいとい
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これが令杉氏に伴はれて土井君の母が病院を訪れたときの二人の

第一麓であったのである︒亡弐戦友の母なほさんの姿に目の常ｂ接

﹃迫撃砲強が土井君の腹部に命中﹃畜生︑やられた﹄と苦笑を洋・ヘ

しては︑流石の勇士凶胸が迫って来た︒

る中に更に頭部に一弾を受け︑唯二三お母さん﹂と⁝⁝営時の模需様

ながら出筒屈せず︑鮮血に染つた傷口を押へて︑吾々を指揮して居

℃

んの耐の瞳は︑瞳しかった亡き秀一君の記憶を迫ふ様に時折明るく

を語り出す小川君の言葉一つも聞き逃さじとぢつと見詰めるなほさ

煙草好きな二人が︑一本の煙草を交るノ︑吸ったことや︑前進命

雄きさへするのであった︒

︑︑︑や

令が下った時は︑愈々働ける時が来たと雀躍して喜んで居たこと︑

最後となったなほさんからの便りは︑出雲す前に間に合ひ︑自動車

︑︑︑も

のほの暗いルームランプの下で二人して讃み合２Ｌ勇躍前線へレー．向

はいつ采てるともなかった︒その白衣の小川君のまなざｌ︶にい吾呪

ったことなど︑それからそれへと．小川君となほさんの感激の曾話

んの胸元には︑しんみりと冬の淡き陽がさし︑二人の魂は誠心に結

の悌を見出してか︑恩はず傷ついた右手をそつし握り締めるなほさ

ばれて届るのであった︒此の勇士の美しい友情︑此の軍閥の母の賢

一き心根！事愛︾か︾賀した一佳話でなければならない︒

○決死二美談

一は︑昨年十月二十七Ｈの我が陸戦隊の胴北総攻撃に︑午後三時

牛蘇州路四行倉庫攻撃中突繋路を開くべく︑一等機開兵工藤猛雄君
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外三名は︑敵からの手摺弾が雨綴と降る中を物ともせず︑勇敢にも
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決死隊として堅固な倉庫に肉薄した︒これを見た敵兵は︑三︑四︑五

︒﹁或る外人か云った﹁日本の軍人は何故鰻いか︑それは家を忘れて

へでは敵と戦ってゐる時や︑突撃を敢行する時など︑どうして吠蔑

して父租以来立派な家名を思ふ心があるからである︒﹄最初目分め考

歳の麓や確りやれとの激闘の麓などが頭にあら弓筈はない︒唯一心

戦ふからではない︑日本軍人には轍にあの熱誠溢るる蔑歳の麓︑そ

一時前方トーチカ丙に避難するの止むなきに至った︒これを見た小

弾の破片を営の工藤君は替部に受け︑績く隊員哨皆傷ついたので︑

不蹴に戦ふと云ふだけではあるまいかと思ってゐたところ︑残念な

階及屋上から猛烈なる手摺弾の攻撃をあびせるのであったが︑我共

林隊長が決死救出を求めると︑揮丸の如く飛び出したのは︑一等水

ふ知らせがあったが︑九月一日自分が○○を州港する前日︑叔父か

がら自分は落第した︒その後自分の叔父が召集されて川征したと云

等勇士達は柳もひるむ色もなく決死作業を讃行した︒併し蓮に手摺

兵山田群迭君と同白井二郎君︑下村正一君の三名であった︒揮雨の

はれる程の距離で敵と激戦中︑足もとがグラッとした途端に直暗に

ら便りがあって戦況が細々と記されてあった︒文中﹃近過ぎると思

中を勇躍卜Ｉチカに前進︑山田下村雨一等水兵は手桶弾片にて負傷
したが︑これに蝋屈せず︑決死の協力によって工藤君等戦友四名を

其の二と云ふのは︑前記工藤一等機開兵ほか三名の此の決死隊の

ｈ働いて呉れと云ふのがハッキリ聞える︒俺は出征するのだ︒と次

ゐる人が見える︒汽車も見える︒母が家の事は心配しないでしつか

なった︒遠くの方に蔑歳の藍が聞える︒小さなＨの丸の旗を振って

後をうけて︑突撃路をつくる篇第二の決死隊に飛び出したのは︑白

に気かついた︒身階は何んともない︑戦友に介抱されて再び部署に

第に意識か明瞭になって来た時︑自分は泥にまみれて倒れてゐるの

兵七ならでは見られぬ忠勇振である︒

救ひ出し︑温い腕に戦傷の友を抱いたのであった︒涙ぐましい皇軍

井二郎一等水兵︑深山森男一等水兵︑田口孝治一等水兵の三君で︑

就いたが︑ひどく何かで頭を打ったらしく時主淀然とする︒すると

武装を脱し手に手に太いハンマーか携行︑敵味方の弾丸か火を吐く
中を︑敵陣倉庫内に肉薄し︑金網織棒のはまったガラス窓を破壊し

いてゐる﹄と書いてあった︒これは何咽叔父一人のことではない事

また蔑歳の麓︑激励の詮か聞えて来る︒今ではスッカリ回復し一ｌ働

が判った︒戦線に居れば常に銃後の菖歳が聞える︑日の丸の小旗か

たが︑内部は階下から天井まで全部土蕊が積み上げられて居て︑如
道の中にあって︑阿修羅の如く奮闘するこの勇士の姿は︑あの果敢

が耳元に残ってゐる︒︵○○乗組一等水兵小川陸ご

眼の前にチラノ︑する︒家の事は心配するなとの父母の激剛の言韮

何ともする事が出来ない︒猛烈な手摺弾の昨裂︑急鍍の如き小銃弾

いふ︒皇軍の亜いこと︑世界に其の比を見ないと云ふのも︑質に此

今めいノ︑に一つ宛渡された慰問袋を持つ手があやしくふるへた︒

勝敗にいかに大きな影響をもつものであるかといふことを考へる︒

銃後の後援︑銃後の護りと云ふことかいかに有難いか︑又戦さの

な陸戦隊員の中にあっても今も２Ｌ陣中の華として躯はれてゐると

○二水兵感激の手紙

の如きだからだ︑・岡本魂の華であらう︒
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用品であったが︑その中に小さな紙包に何か入ってゐる？開けて見
ると唐辛子が二十粒程︑こりやなんぞと思ってよく見ると︑小さな
紙片に︑﹁私の好きな戦地の兵隊さん︑この唐辛子の一つを裂いてそ

の種子を両方の靴下に入れて履いて下さい﹂と記してあった︒子を
思ふ有難い親心のやうなこの温い思ひやりに︑思はず眼頭が熱くな

に階らしめ︑地上部隊の無人の境を行くが如き奮戦と相侯って敵に

致命的大打撃を輿へ居り候︒はからずも昇次郎君心此の千載一遇に

明申す鱈へきか︑資に卒然として渡洋爆撃︑或は敵地数百浬の奥地空

際し︑日夜虞剥なる空中生活に殿へられたる新しい大和魂の雲霞と

々として目賢しき戦績を歴史上に遺しつ上ありしも︑十一月二十二

爆に︑比類なき累魂も凄く︑数十回に亘る室爆に参戦され︑武勤赫

日敵空軍根擦地たる河南省周家口に集結せる敵航空兵力駿滅の命を

一撃を決行し︑多大なる損害を輿へたる直後︑藻て上空に待ち構へ

家口上室に達し︑地上待機中の敵機数機に高度二千メートルにて第

りけ︑第○除二番機として勇躍壮途に上り︑一謹必中を期して︑周

て居たろ敵戦闘磯と遭遇し︑壮烈なる空中戦闘中︑敵弾数弾かガソ

るのを畳えた︒この一婦人の愛圃心は︑我々軍人に勝るとも劣らぬ
ものと慮激した︒いよｊ︑一死報幽︑護幽の鬼とな島決心で︑銃後

操縦性を失ひ︑火達磨となつ−１愛機と共に敵飛行場一角に微塵に砕

リン・タンクに命中し︑火災を起したる鰯如何ともなす術もなく︑

の期待に背かないことを堅く心に誓った︒︵○○乗組二等水兵大城
順一郎︶︐﹃銃後へ感謝の美はしい手紙である︒

︒○壮烈勇士の華

の毒に御座候︒樫花の如く潔く散る峰武人の本懐にして永遠に武

君の柴えある凱旋を御待ち申居られし事と御推察申上げ︑誠に御気

け︑壮烈なろ職死を錘げられ候︑時に午前十一時五十七分︑昇次郎

勤を樹てられし御令弟の御霞を慰めつつ幾多羅牲者に我等誓って大

親戚出縁者もない出征の三兄弟として知らるる：．・・・それは長兄細

うち︑次弟昇次郎君は︑河南省周家口の敵察軍根擢地室爆中︑敵弾

田蕊一上等兵︑次弟昇次郎二等航空兵曹︑三弟啓造伍長の三兄弟の

御心に副ひ奉る季へく益々奮闘致す心算に御座候︒とある︒

︑其の昇女郎君の最後の立派なること︑・帝閏軍人の華であらう︒

命中して愛機と共に壮烈なる梢善の戦死を遂げたが︑営時の奮闘振
に詮り屈けられたが︑それが他人ながら三兄弟の留守を引受けてゐ

りを綴った手紙が其の上官たる人佐俊家部除長から︑長兄楽一君宛

けられ︑其の壮烈な﹃︿︾有様一切が知られるに至ったと云ふのである

る義侠の綿屋さん東京市本郷席駒込坂町八七西岡粂撤さんの許に届

︵前略︶我海軍室爆除の極めて壮絶果敢なる大爆撃は︑全支券一恐怖

獄お手紙と云ふのは︑
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などの興奮し易いものは一切口にせざること既に四五年に

昂進し︑催眠薬の多数を集めて︑アダリン︑ペロナール︑

及び︑それほど注意して蛸︑去年の秋の頃から殊に病症か

カルモチン︑抱水コロラール︑フアノドルムカルシューム︑

イピパン等︑之を交るｊ︑服用するも︑馴れては効川が薄

くなり︑一夜に三種乃至四種を川ゆることがあり︑縄に翌

日は頭が重く︑食慾が減じ︑身艦に倦怠を蝿へ︑書を讃ん

で哨頭に入らず︑物を書いて蝋歌棲が合はず︑日夜次第に

すると平生親交ある入洋達吉博士は︑屡々診察の末︑君

あるのゑと老へられた︒

の咲き競ふ頃の眠り心地は︑転妖しがたいほど愉快な吟の

の不眠症は薬だけて治す﹄︲｜とは困難ゆゑ︑気分の鱒換を計

暗い方へ向って進む様な気がして︑不眠の前途は唯だ永眠

である︒また必ずし哨春に限らずとも︑枕を高うして安眠

か宜い︒而かもまい所で運動しては風邪に催る心配がある

る隅に︑仙所へ行き．成る丈け多く運動して且つ渦に入る

﹁春眠暁チ畳ヱズ︑虚々蛎烏チ開ク︑夜来風雨ノ盤︑花落ル

するといふことば貴賎男女老若に諭なく︑人生最大の幸脹

コト知ル多少﹂とは名高い唐の孟浩然の詩だが︑質際百花

避の危審

牟怖れて淡眠川来ぬ様では︑霜夜に祁批の縁の下に潜んで

れ︑また同坤士夫人も特に来訪せられて︑精祁療法として

十分間も入り︑薬は絶封に服川せぬことにしたらと勧めら

故︑暖かな熱海へ行き︑一日一回四十度前後の温い湯に二

である︒維羅を縄うて高換に起臥しても︑諜夜身

佃に幸幅であるかは言ふを待たぬ︒

及べば大低眠られるとか︑枕遥に玉葱ぞ置いて喫げとか︑

から︑極冬な療法を教へられ︑一つ二つと数要Ｌ二三千に

夜を眠らずに過すこともある︒それか偶れんで親切な人々

Ｌので︑就て種々懇切なろ指導を受けた︒而して木村博士

然撚診器を批ち︑専心静養して︑近来殆ど平癒して届らる

士が︑矢張り不眠症から岬縄衰弱に確り︑既に五六年間徴

熱海にはまた多年親交ある前三井慈善病院長木村徳衛博

ら︑看護婦を附けられて熱海へ行った︒

宗教の本を謡むことを勧められし故︑去年の十二月中旬か

菰を着ながら前後ぞ知らずに熟眠するルンペンの方が︑如
然るに私は如何したものか近年不眠症を病み︑毎夜眠り

陶枕才用ひれぱ宜いとか言はるるが︑私のは最早慢性にな

の話には︑睡眠不足に悩む人々は非常に多い︒最近は余か

が不足で︑蕊上に臥し乍も︑鱒顛反側し︑時とすると長き

って何れも一向に効なく︑毎日午後には︑茶︑紅茶︑コーヒー

− 5 1 −

一
一
■

I

m ¥ m偶斗倒&¥ll冒剥I劉間I

唾

眠

嘆
語

ノ

mm暢洲罰^TE^il!L>劉悶￨賑剥附愚捌

家の隣りの熱海ホテルへ︑佐々木信綱博士や前桝内次宵開
符貞三郎君か滞在し一峠Ｌ︑矢張り同じ不眠瓶で苦しんぐ隅ら

結局死す嘉外は無いといふことであるＪ此事は人間のみな

らず動物も同嫌にて或る鰐師小動物試職に︑生後垂四ヶ

月の狗の子弄十頭集必四五円間賓夜間蹴なく勉度順州激

乃至五ＨⅡに死亡せし険︑残りの六頭は助けて見たいＬＬ忠

を典へて少しも眠らさないで居ろと︑十頭巾の四ｍは川日

れた︒しかし何れも︑僕に比れぱ皆な軽い砂だ︒されば心

配すると却て悪ろい故に川来るだけ蕊に依緬せず︑気楽

眠の動物に

Ｊこ

動物ばかりで無く︑植物の巾にも．ネムノ木︑ネムリ草

桑奇喰はい状態にある時聡眠ると詔はる︒

といふ布名な句もある︒龍た蕊に哨脆皮前に暫時静止して

牛になる合黙じゃ朝寝タす畔み

たものだ︒されば芭雀耐門人支考に︑

人間の子供か︑飯を喰へた後に面ぐ寝ると牛になると誠め

かない時は︑噺えず震て眠って居る︒されば古来何物で蝋

間に食を菱りて排掴する相だ︒また牛も能く眠る動物で働

輝やく様に塗る︒同じ猫族の虎や豹も︑賓炊隠れ潜み︑夜

其の眼瞳も︑書は三Ｈ月の如く細いのが︑夜は満月の如く

は主として書問で︑夜間は本職の鼠一︾捉る篇に活溌となり

ふ名が表する如く︑暇さへあれば眠って居るか︑其の睡眠

動物の中で哨特に眠を貧ぽる者は猫だ︒和訓の鱈子とい

必要なるは粗ぽ察せらる︒

だ︒すると不眠は絶食よりも死を早める課だ

の方か︑飢餓の狗小子より噛遥かに死ぬことか早かった机

食せし坐て試騨せしに︑結局皆な死せしも︑不眠の狗の子

封照として︑別の狗の子を充分眠らせて︑而か明全たく絶

ふて今度は眠らせたが︑紬局皆な死んで了滴りた︺更其の

にⅡつ食物は能く叩噌し︑池度に通勤して︑風邪椛らぬ
然るに私は一月になって・経に風邪に擢り︑熱悔い高塚

様に注意し給へと言はる︒

懲院の院長高塚賢三畢士に治療を誠ふたか︑同院長もまた
言はれた︒成程斯う聞くと︑世に同病者は甚だ多い︒新聞

曾て不眠症から抑縄衰弱に確り︑一年遊んだことがあると
に依れば︑現首州近術公も不眠病の潟に︑時々書疫せらる
ｋこともあると聞く．また貴族院議員高田早苗坤士も︑数

年間不眠病に困しみ︑近頃漸く回復せられた相だ︺玄た坪
内造遥博士も︑多年不眠病に苦しみ︑終に其れが因を隠し
て敷年前に永眠せられた︒斯く轍へ塞げると︑不眠病は兎
角イごテリ階級の人キー剛しめる様だから︑私などは寧ろ之
を名署とし﹀Ｌも江い様だが︑質際之に稚２Ｌは頗る苦しい

ものだ︒しかし私も幸ひ入洋︑木村諸先生の御蔭で︑幸ひ
に最近には最早全治して︑毎夜服薬なしで平眠し︑歎日前

に熱海から蹄京して︑今は此随筆も書く様になったので
ある︒

抑そも睡眠は︑人間の生存には飲食と同じく大切なもの
で︑起きて居る間に︑給紳ルー身膿才↓活動した疲勢は︑睡眠

に依って始めて回復するもので︑若し此の回復↓無ければ︑
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之を葉

などがある︒︑不ムの木は︑合徴木と書き︑豆科の落葉喬木

にて︑葉は再調状複葉で︑此の葉は夜間閉合する
が眠ると稲して︑其木をネム又はネプと云ふのだ︒之と同
えんじゆ

穂類で︑羽状の葉を夜間閉合するものに︑椀や︑アカシ
ヤもある︒またネムリグサは一に含差川とも呼び︑豆科の
一年生草本にて︑垂は直立して高さ二○糎乃至五○糎︑葉
は互生︑再羽状複葉で︑若し人が指などにて葉に鯛れぱ︑

忽ちに萎ふ︑暫らくにしてまた開く︒されば此の草の葉は
云ふ︒

眠るといふよりは萎縮するのだから︑別名にオジギ卿とも
人の眠る時間は概して夜間なる故︑論語の公冶長の編に
孔子の宰予が喪癌Ｌたりとて︑朽木は雛る可らず︑糞描は朽

るべからず︑など人叱られしも︑夏日の長くして暑きとき
にば午餐後暫時の寮裳は勢働者などには必要の事である︒
私は先年南洋の爪珪へ赴きしとき︑彼地のスラバャ︑スマ

ラでバタピァ等の各都曾には︑午後一時より三時頃まで
各商店は皆な戸尭閉ざして蚕裳するを例とするに驚いたか
資際非常に暑き故︑私達もホテルでマンテーとて冷水に一

浴してからバルコニーの長椅子に横はりて︑快よく一眠し
と快よく職み下すと︑全く難つた様になり︑それから出て

眼の畳る頃にはボーイが枕元へ冷たい伽誹を持て来てある
また用ぞ足すのだが︑蜜際此の賓疫の時間は官街も銀行禽
欣蝋皆な活動を止めると聞いた︒

此の費裳に就て我園では此んな川柳がある︒

鬼の留守洗濯よりは書寝をし

ちやうけ慨く

子守唄何時か野となる女房

費痕の夢は茶請だと摸が云ひ

摸といふ獣は︑夢を喰ふと言はるＬので︑書震の夢はお茶

詩とは穿ったものだ︒賓際私吸蓑獲は好きであったが︑今

此外塗った眠りに︑動物に冬眠といふがある︒蛇や蛙の

は書間にはトテも眠られざるを憾むのである︒

類は地中に閉ぢ篭って︑飲まず食はずに秋の末から春の初

までゾッとして死んだ様になって眠る︒是は人間には無い

の中で︑︲家に篭り︑矩健に入って謹夜擬たり起きたりして

事だ︒尤も山間雪間の農民は冬舘りと稲し︑喪も暗い深雪

多くの時間を眠って暮したが︑今は大抵な山間に哨爾燈が

ーツが感んになり︑青少年の活動を奨励し︑潤時の如く居

出来て昔の如く暗くもなく︑またスキーといふ多季のスポ

って眠る時間が少なくなった︒佃令駕畦冬中多く眠ったと

は云ひ︑飲食もすれば室の内外に出入もするのだから︑動

物の冬眠の様なものでない・

睡眠の必要は既に説く如くであるが︑然らば何時間眠れ
諦踊唄に︑

ば適営かといふと︑それは年齢に依って瞳々である︒諸図

あとの半年腰て暮らす

ま︲主よま比よで牛年募らす

など上歌はる上も︑一生の牛分を鍵て過すことは決してな
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矛苓チデブ毎ど

ら壮年期は八時間︑六十歳以上七時間︑八十歳頃には五六

い︒成程生れた計りの赤ん坊は︑一日中二十時間位眠って

人柊走云々し得る一の尺度ともなり得ろと穂しても決して

ある︒而して其の人の禰儀作法の如何は︑其の人の教義と

又寓物の長として其の全きを期せ︑ぱならぬことは勿論で

の注説の的となって居り︑所有方面に其の範を示すぺき地

然るに我が閏は今や世界一等図として︑其の一々ば世界

過言ではない︒

居るも︑浦一歳頃は十六時間︑六歳頃は十二時間︑青年か
時間にて足る相だ︒されば私は若い時の標準にて︑老人に
は問連ひであった︒但し睡眠には深浅の差違があって︑熟

な２Ｌ五六時間眠っても︑まだ眠りが足らぬと煩悶したの

と件はぬものがあるとされてゐろ︒亜大問題でなければな

位にあるにも拘らず︑頑催作法の黙に至ってば︑其の地位

らぬ︒本書は本官愈員の先誰にして︑作法界の権威者たる

眠の三時間は︑ウッラノ︑と竿眠牛醍の六時間にも比敵す
三時間の眠りで足りたとか︑目白の騨雲照律師や︑駿河墓

法の文部省制定の教授要衷韮根幹とし︑多年の研究と経験

市守氏が︑此の鮎に心せられ︑主としく女子中等畢校の作

ることは何人も知る通りである︒ナポレオン一世は一夜に
のニコライ大主教などは毎夜四時間の睡眠にて十分だと言

褒行研東京市細田匠祁保町三ノ八余港堂書籍株式含賦

菊版クロース美本︑二百数十頁定償金九十六銭︑税十銭

して推称し得るものと信ずる︒敢て紹介する所以である︒

して︑閏民作法の教典として︑一讃さるるに最適の良書と

ぺき最も大きな事の一であると信ずる︒子女の激育の書と

れと云はるる︑心ある人全の各自ｒ一︑子女の教養に留意す

男子も素よりであるが︑女子の現代作法は頗る蹴れて来

居ろ︒

一讃直ちに今日より賞際に役立つ様至れり識せりを期して

と平易に明味に説かれ︑一々必要な場合は挿識を以てし︑

上より聞民生活の賀際に適切なる作法一般に就いて︑順々

はれた相なるも︑其代りに蕊上に横はれば︑直ちに既盤雷
の如く︑睡眠したものならば︑老人は是で十分であったら

此の様な事を長く書きつ峰けると︑讃む人々の眠を促か

Ｋノ︒

すかと思ひ︑此所らで筆を棚く︒︵総り︶

一新刊紹介一
甫守謹吾氏寄贈

○現代女子責用作法全一冊
甫守謹吾著
人間が証曾鯵の間に生活する以上︑匿儀作法が富然生じ︑
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記の曾話談員愈月》二
、

﹄

・

二月含員談話含の一記

があるが︑それが躯て支那問題への三つの問題でもある空・はソ聯の一

され衣時︑満洲図の婚来Ｅ一弓の困難があると御下問に奏答した事一︾

蕊蕊蕊譲駕灘蕊劉

本含々員談話倉は其の定日祇ろ二月十八日︵金︶午後六時より開
催することとなったのは︑既報の如くであるが︑兎角気候不順にて

へ民族性を考へて︑政治的には彼等ば弱いが︑民族的には非常な亜

さを有つ︑これ走考へずに居れば︑政治的に或は領土は日本が領し

問題だ︒併しこれはさして困難ではない︒第二は支那人の歴史を考一

であり︑然も東都は悪性感同流行にて集含期には必ずしも好都合で

寒気一進一退︑此の夜も秩父嵐吹き荒ぴ︑猫寒中韮さへ思はせる程

れとしても民族的に負けろと云ふ事ともならぬとも限らぬ︒第三は

握る事はない︒此の三つである︒とされ︑それより変峨談に移り︑︾

ある︒此の心持がある以上︑支那人は決して反に心から吾等と手を

れば弱い者を糎蔑して︑欧米の眼者には不必要以上に卑下する傾が一

職鯛態蝿騨蕊嬢密凄憲能温群

はなかつ士が︑久しぶりの事とて熱心なろ諸討の四十除名の御出席
走見た事は何よりである︒

先づ初めに含員の意見溌表である︒定刻より糟後れて景山含計主
住の挨拶により六時半開官︑田中久君︑次で服部捨郎君等より時局
重大な時愈々本含の活躍を熱望され︑庚中宗太郎︑砦村成允其の他
の諸君よりも座談的に種々意見を述ぺらろる所があつれ︒
講話に移る︒庚江主事先づ遠藤大佐韮紹介し爾御繁用中特に御講話

宮を恩ひ︑上官は下を愛する美はしさこれである・これは何虚から出一

大きな一つに狩兵間の美はしい情操走見る︒兵は涙ぐましい迄に上一

今度の職に於て︑何虚が日本は扱いかと考へさせられろ︒所で其の雫

頂く御芳怖を謝すと共に︑熱心なろ諸潜より本曾の鰯有益なろ御意

ろか：⁝⁝恩ふに日本の家族主義からである事走信ず︑これを恩つ︾

それより七時稀過ぎて選定の遠藤航空兵大佐︵歩兵大佐は誤︶の

見を何ひ得犬事を感謝する旨の挨拶があつれ︒次で読師の講話の前

て慨界に冠求ろ美はしい日本の激徳の益々褒揮されんこと韮︑共の華

の間に有益な知識奄得大︒支那の教育︑訓練の見るぺきものありて−

蝿め折角の御霊力を願ひたいと結ばれた︒経って各自質問績出︑其一

に︑遠睦大佐招叫に或は御紹介に種々御霊力頂いた陸軍少滑炭江虎
三郎氏︵職江主事令弟︶が遠藤大佐を紹介され︑北支出征中の種々
の大佐の苦心談︑美談︑佳話等を附加される所があった︑遠藤大佐

感すぺき事などを聞き︑吾々の大いに注意せ虹ぱならぬことを痛感一

させられた︒茶菓悲喫し︑午後九昨半和蕪溌々柳に散含した︒更に劃

を知る溌備知識を得る事の出来たのば何よりであった︒
絡って遠膝大佐は先づ日火事鐙の見透し如何より始められ︑﹁理

一一一︶

次凹韮期待し︑諸淵の振って御参倉を希望する次節である︒○一︑一
は件て蒋介石の末路燐むぺしし﹄断言し穴︒彼は偉才ではあっても現

想なき者は亡び︑理想ある者は莱叩﹂と云ふ宇内の興理の下に︑私

１
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︻常︼函裁酎︻儀函
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更こふはっちゃうばつらやう

☆︵夜謹八町ささやき八町︶
秘密の洩れ易きをいふ︒

︵源氏物語︶﹁あなかまへ給へ︑夜騨はささめくしもぞか
し︑かましきなどいひつつれぬ﹂

上おきな

１１１︲

す画くれづき

★︵涼暮月︶

六月の異名

じゃひきか己ゆき

︵莫博抄︶﹁風吹けば池に波よるいづみなる凍暮月の頃に
こそあれ﹂

★︵しめり茶磨︑笠の雲︶

重い事の意である︒

︵尤草紙︶﹁おもき物の品々︑しめり茶うすに熊のおし︑

︵五元集︶﹁我が雪とおもへぱ唾し笠のりへ﹂

おつぽねの乗物︑不精者の立居︑笠の雪﹂︲

しさんてん

︵早梅第︶﹁時雨にもめぐらぬしめり茶うすかな﹂

★︵知らず三黙︶

詩歌俳句などの朱黙をする時に︑其理の不可解のものに

︵怪言葉篭︶﹁俳詰師の黙をするに︑知れぬ句のありたる

は三黙をなすと云ふ事より来る︒

時︑三黙にすると云ふこと﹂

してんにてん

★︵四天二天︶

︵浬言集壁︶﹁舞に四天の舞︑二天の舞といふありて︑何

優劣なきことを云ふ︒

れも見分け難き職へにい毎四天は持園︑贋目︑多聞︑増

︵甲陽宣鑑︺﹁信玄公に四天二天の御将衆﹂

長︑二天は持園と演目﹂
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汁︵四つの翁︶

支那の漢の世に︑商山に住みたる四人の老翁︒即ち東園
公︒結里季︒夏黄公．角里先生此なり︒
︵夫木抄︶﹁中務御子︑深山よりいでてや君に仕へまし四
つの翁の今もありせぱ﹂
しやうばふ含とく

★︵正法に奇特なし︶
正しき法門には不可思議奇妙の事はないとの意︒
︵其角︶﹁名月や厚韮の上に松の影﹂
︵菖子︶﹁岩踏んで一目一目の樫哉﹂

す系韮つや匙なみ

︵涙化︶﹁牛馬の臭味もなくて時雨かな﹂

★︵末の松山波こさじ︶
一旦契りしことの将来易はらざるくしとの意︒

、

︵百人一首︶﹁契りきなかたみに袖を絞りつつ末の松山波
越さじ上はｕ清原元輔﹂

ノ

常
識
袋

I

詩

弘道詩林
石川支誰篭
○小松如来
霞橋只野清︵祁島︶
小松如来︒在宮城螺名取郡秋保村長

也︒

袋向泉寺︒祁博小松内府重盛之護悌

▽℃︑︑もむｂもｂ口ｂも口︑
在昔安元元年夏︒距今七百六十年︒
００○０○○○℃ｂＵｂ℃Ｑｂ
唐土育王金山寺︒安世謹沸日東遷︒

ももｂ︑ｑ︑ｂＯ００００００
ｈ︑ｂもｂ︑Ｕ︑もも︑︑︑℃

鎌府起今平族滅︒礎蹴遠欲遁東窪︒

曾時平氏至難世︒小松内府護持清︒
︑︑︑巳︑ｂｂ

扮身修験巧遮世︒秘沸笈裡措雨肩︒

℃ｂ︑ｂ︑︑ｂ︑︑℃℃︑℃︑
舜紳澱沸巡諸閏︒風餐風露山又川︒
○○○○○○○号︑︑℃︑Ｕも

遂来秋保山中性︒日夕澱舜尊像前︒

もｂｂ℃︑９℃

爾来星縮幾換後︒創寺山麓銃向泉︒
寺裡誉堂安尊像︒喬孫奉仕卿連綿︒

如今遠近殆崇敬︒如来金光太燦然ｕ

℃℃℃℃ＵＵ℃○○○Ｏ○○○

○毒同齢照井観鴻翁古稀
演名博綱︵耐島︶
︒℃もｂＵ℃も℃℃ｎ︲１℃ｂＵ℃
羽秋仙北地︒山紫還水明︒前九後三城

℃︑︑ｂｂももｂ︑ｂ︑℃︑︑︑
雁碑千戦名︒善根郷土拾︒功徳一門柴
０○○○○Ｏ○○○○℃もも︑Ｅ
○○○○○
倶欲梁除生︒

遥献古稀毒︒乾杯七十傾︒暮朝惟景慕

評白︲照井翁︒在仙境得長寿︒送聞ｎ月
吾兄同齢︒其境過亦相似︒可併覗也︺

○患塞冒
︑ｂｂＵｂ

緋雲内田鼎︵茨城︶

氷嚢計解熱︒家人看誰解︒菓汁僅飲下

塞冒蝿椙職︒襲来惜老身︒綴淵超九度
も︑℃もも︑９９℃℃ｂＤももも
咳噺又頻令念遮招瞥士︒従是薬餌親
℃︑ｂやも℃︑︑℃ｂ

食慾尚不振︒堅忍典病闘Ｕ臥床及二旬

○風雪停電

戸︼

聴松小池三男吉︵長岡︶

喋坐室蛎句未成︒天蝿動樹似雷鳴︒

遮然停論四遥暗︒臥雌屋前吹雪蕊︒

もぃｂ■︑口︑ｂ℃も℃︑ｂｂ

字︒自右反映︒

評日・停電入詩︒最斬新︒第二句川術鳴

○冬夜護書

五峰前川親正︵東京︶

調書未了夜眠遅︒成敗興亡猫自知︒

︑︑︑︑ｂｂ︑℃℃℃Ｑ〆ｂ︑

評口古人旬日︒調書有味靭忘老︒吾兄

散峡牙裁祢月照︒寒窓映雪暁風吹︒

亦然乎︒僕眼疾未癒失讃書架︒可唯也︒

○未日漫歩

蕪風高木泰︑千葉︶

も℃℃℃も︑︑℃もｂ︑ｂ︑ｂ

■蒜

弼生根本弼之助︵千葉︶

○春暁二首

評日春光如譜︺誹人得意亦可美︒

斜日礎鐘小桃外︒倒樽一脈典方長︒

郊原舜色動詩晦︒花木欣を遇艶陽︒

ｂｂ︑℃ｂももむ℃℃ｂｂＥ︑

○○○○Ｏ

薬石漸奏効︒病勢亦納銀︒於是彼我喜
余幸無其事︒︲心私仰謝紳︒

０○○○○○○○○○○○○○○

一家愁眉仲︒韮胃百病本︒肺炎特篤因
ももも︑℃００○０Ｏ

炎︒快復更健︒病後賦此長篇︒気力旺盛

評日吾兄高齢︒擢此風疾︒而不音尭肺
可想Ｕ而家人之喜亦可知実︒登得不賀乎

肌麗︒能使如来︒更放金光︒一請起崇敬
け●画上

評日意所欲︒兼亦鯖之︒叙事明暢造語

今必ｏ

‑−57−

ノ

弘

遁

林

里亜︑

七丁

可も己．︑もりＩＢ０Ｊ町４︲︑ＩＤｊｂｂＩ︒︑︑

芳草如菌霞似帳︒白梅兇産線楊眠︒

黄鴬呼夢到棲前︒二月農光己篭然︒
○○○○Ｏ○００００○○○○
微姻痕謹一痕月︒料蛸春寒夢始醒︒

ｂも℃︑︑ｂ℃○００○○００
評臼二首能篤農光︒皆有雅致︒

隣寺寂雲僧未起︒篤児先唱法華経︒

Ｏ喜毒自述

Ｏ悼老友永尾畳童君
概湖那須哲丸︵山形︶
︑℃も℃︑ＵＢもも℃︑ｂｂ︑
忽接凶昔涙漁巾︒老来友去感懐頻︒
ｂもももＵもｂもｂ℃℃℃Ｂｂ
君齢六八吾多一・寂実倶誰語此身︒︑
讃高作︒不湛同感︒

評日余亦齢過古稀︒奮友大半凋落︒今

一如伊庭弘道︵千葉︶

一夜塘頭思蔑様︒開心最在出征児︒﹂

ＴＩＢＩｂｌｆ１ＢｌｂｌｂｌＪ○○○○００Ｏ

評日有此結句︒全局皆振︒

○偶成

℃も︑℃ｂもｂ○００○○００

稲丘坂本常次郎︵東京︶
もｂｂ も℃℃もも℃も℃︑画℃
・楽愚安拙亦何言︒天道公正事不煩︒

○

Ｑ

評日優淋自適之意︒自溢言外︒

自喜如今無一苦︒悠毎吟除謝乾坤︒Ｌ

○弘逝新年読詩林正説

支那事髪文苑集

正

Ｏ

只野氏作第二句員相
笹川氏作第三句霞欺他
中津氏作第一句四百州
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○悼親友田原鱈庵氏

●

寒威藻訓粟生肌︒堪騒堅氷鎖硯池︒

四欺直誤

成所安蒜斌恕︵千葉︶

交如飽叔慕先賢︒吐露心肝抱負博︒
評日古人臼︒登期一朝成千古︒君於田
原氏亦有然乎︒

Ｏ弔松堂翁
霞橋只野清︵顧島︶
︑もも・ロク︑Ｕ〆℃℃ｂも︑４Ｇ．白ｂ一

邸舎講然吠畝間︒山茶花散一庭閑︒
潮雲自是恐相止︒遺韻流風響故開︒

︑℃ｂもｂｂｂも℃︑℃℃ｂも

故及︒

自註翁住平市︒刊俳誌潮肇昼重︒韓句
評日句々湊椀︒使人有人琴倶亡恨︒

○寒夜述懐
もｂもｂｂ︑︑ｂもｂもももＵ

百誤・想・
洲。他

︑℃ｂ一・℃ＵＵ・もＧももも一℃︒︑︲ＵＩ−

予以丈久壬戊正月十六日生今

︑評日句兵甥入管者吐気以批其行︒可脱

︑℃ｂｂＴＵ︑

驚鍔濫涛君去世︒悲哀拭涙拝霊前︒

六回誕辰也因賦小詩自慰云

妓昭和戊寅一月十六日資七十

︑︲℃︑︲・ロ国︐﹄Ｕ４ＪＵ︒ｂ・﹄００００○○０

ｇ︑︑︑℃︑︑℃︑℃℃℃もも

丁年選抜伍干城︒可呪祁州男子柴︒

松堂中津麗水︵甲斐︶

○祇加藤信治君入誉

評日詩筆雄健︒何必嘆老︒是蓋謙語︒

回思七十六年夢︒工坐喧吾怯雪篭︒

ｂ︑もも︑︑℃

身世嵯陀登耐言︒慰愚況不楽依存︒

も︑︑ｂも︑℃勺︑︑℃℃・℃ｂｌｂｊ

Ⅱ

固有忠心井義脂︒更期奮働大功成︒

二字︒反映前後︒尤有力︒

●

弘

逝

林

ＩＩｉＩｉＩ
ｒ
！︲︲ｊｊ

１１

弘道歌園
ｊｌｌ︲

︲︲Ｉ

佐藤貢鍵
二月兼題・漁村梅

天埼玉聯石川奈美子
魚市のさわきはたえしいそ村のしづけ

き庭に梅の花嘆く

Ｉ

Ｈ引用ｌ︲１１︲ⅡＨ■■日■■■■■■■

○山口螺矢田部英悦

岩根うつ波のひ蝉きものどかにて海士梅香るなり

○千葉蝶高石精一あまの子がうたへるとゑものど︑かなり

のいへむら梅かをるなり

ふせやに梅をみるかな

磯村にはやくも春の語とつれて海士の

○茨城聯内田鼎

の小家に梅の花喋く

いつる日に網ひろげ干す海つらのさと

○東京市高怖節雄

が香そするいその一村

なまくさき苫や承らひもきのふけふ梅

○宇都宮市土屋幅職

端に梅のにぼへる

入海の水はなとみて岸そひのあまが軒

○派烏牒只野閑月

顔に梅の花嘆く

草葺きの海士が伏屋は長閑にて春告げ

○茨城螺荒川掬水

梅の花の香れる

鯛に名の興津袖師の網干しする蟹りに

○満水市大瀧繁赦

いはしあみひくとてあるじいてゆきしすたとるむらの椎のさかりは
ふせやののきにうめそかをれる

○大通市榎本信一

梅か香はあまの軒端にぼす網をもれて
うれしき春風ぞふく

○而島螺湯川久毒

春の陽の光をあみて梅の花喚きこそ匂
へ磯の浦曲に

○松江市成瀬岩太郎
かし島の礎むら

暁く梅に都の春もしのばれて主人なつ

○大阪府笹川清之助
きさらぎのそらとは云へど紀伊の浦の

○山梨螺中津寵水

あまのとまやに匂ふ梅かな

くれてまた夜と粥わか歩海士が家は月
の光りに梅の匂ひて

○千葉螺伊庭弘道
海原は霞に閉ぢて香もなく磯遥の里に

59

地山梨聯若林貞雄
すなどりをなりはひとする磯村の小高
き丘に梅のはな暁く

人山梨聯山本耕夫
潮あらき磯も静かに春めきて海士の家
村梅かをるなり

人栃木郷山口則之
打ちょする波の色にも赤見えて梅の立
枝ぞ匂ひそめたる

人千葉鰐本城巳之助

f

、

弘

通
歌
￨
雛
｜

○山梨蝶大須賀安野ともにちらなむ日本魂○一叩島螺只野閑月

○千葉蝶根本経子ふいさを世にもまれなり○東京市工藤英一

ひきあげしままに小舟はわすられて梅○山梨螺山本梅南天かけるすべたぐひなみぷろぺらのお
暁き匂ふ漬の一つ家そらをとぶ我が日の本の烏船のたたかとにをののくからのもののふ

上のむら

山を越え海を渡りて烏船のもろこしのしとかこつつはもの

筏士の柿の雫も薫るなり梅の花喰く川○清水市大瀧繁赦西に追ひ南襲ふて四百除州征く手唾ま

天埼玉際小野碧水○大謹市榎本信一海陸に御風の仇をこらしつつなぼいさ

三月兼題・空軍野を屠る雄としさ○山形螺那須哲丸

荒鷲の翼つらねて飛ぶ風になびき伏し趣なへ天かけりつつ仇うちて屯にかへましき察軍かな

○宇都常市土屋禰臓
たり支那の醜草るそらのあらわし
地耐島蛎湯田久喜○埼玉螺お川奈美子大空を潮けめぐりつつ小雀を羽繋にな

○山梨螺大須賀安野

あらわしのたけきみそらの一音にこそま荒鷲の入りみだれつつ渡りあふ空の戦しぬあらわしの群

○大阪府縦川清之助

○山梨螺中津麗水ふさはしき名も荒鷲の羽ばたきに敵は

確塞りて打ち藩すたまを木の葉と散りうせにけり

○山梨蝶山本耕夫○山口螺矢田部英悦

○茨城螺五風応戦はみ室のものと底りゆかん我子よ翼擁海津密葬識皿筆錘毒ちＫたきかへる

一ちはらふ室のあらわし

はるか函る海山こ琴嘩無の岬に郡だ柵塞諏訪呼雄

ぞ雄だしかりける

一事浄勉確潔い馴蕊榊亀癖蕊蕊愈霊識愛黛鍵⁝！

一つひしきけれ敵のきもをばのものすごき哉

,。
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I

CO

弘

道

歌

園

弘道俳壇
◇寒雀

１１

塞雀﹄﹂ぽれ餌拾ふ納屋の庭

旭東予膳

Ｉ

頑島閑月

寒雀夕日の庫裡にかたまれり

雪空となりてさわくや塞雀

︒◇雪

寒雀風に吹かれて飛び去りぬ

茨城五風庵

f]

雲の日や静かに暮る上畷道

奈甫徐松無洋掬貞閑萱松多閑形一佳

枯枝にふくれてゐたり塞雀

4

多蝿貞

長野知足
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葉梨

玉島京梨木子葉梨ル蛮口葉島江葉玉

吹雪して脊戸の徒薮暮れにけり

雪に暮れて炉火もる人家訪ね来し

ヨ
ミ

人通り杜絶えし峠や雪の夜︑

雪やんでいつしか窓の月あかり

ゴム靴のあと道にあり雪の朝

破れ戸に吹き込む刺の吹雪かな

雪に明け雲に暮れけり山の騨

雪空の街道しばしバス尭待つ

ちらｊ〜と雪ふる演の夕べかな

自鱒車の・迄りし跡や雪の坂

大雪のあとのはれ日に濯ぎけり

山騨に造骨迎へぬ雪夕

川征の旗並び立つ雪の門

軒に来てさわぐ雀や今朝の雪

かけこんではたと閉めたる吹雪かな

立ち登る朝の煙や陵根の雪

山里や雪に蕊打つ夜の土間

暴れ吹零列車動かぬ小喋かな

排へともまた粘りつく下駄の雪

︲１１

子水風堂畦々生雄堂堂風知月堂如香

同千山

埼祁東山栃八千山禰滋山千頑松千埼

茨城五風庵

佳

塞雀また下り来たり朝日庭

吾奈甫松無洋掬貞閑萱松多形一

日溜りの梅の古木や塞雀

長野知足

王

賊加に群が入朝の窪雀
日の影に軒の氷柱や塞雀
早天の簸動かしてます壁め・

夕陽さす芝生に下りしま雀
姿畑の畦に下り来ぬ塞雀
村の子のみな足袋はかず塞雀
寒雀鳴く鰐消えて日は暮れぬ
薮に日の射して皿るし塞雀
塞雀生垣移る陽さしかな
日常りの納屋に寄打来ぬ塞雀
塞雀５すらさす日に並ひゐる
二羽宛になって来にけり寒雀
塞雀鳴きやんで雪晴れにけり
枯芝のＨ向に遊ぶ寒雀

蕊塚にあたる朝陽や塞雀
蕊塚に集りてあさりいま雀

■︒Ｈ■日■■Ｂ■■■佃恒Ｉ■

寒雀を見つ上冷水塵擦かな
仙岬邪仏国抑Ｐ岬剛州川川Ⅲ．１４パーⅡ日日ⅡⅡⅡ■■■■■□

島玉島梨木子葉梨島賀口葉江葉玉

山

I

冒叩ＩＩＬ︲︲︲抑叫判︲

禰埼幅山栃八千山祇滋山千松千埼

蔦
筆
嬢

憲

町

美

意
町
美

弘

道
俳
壇

山子水堂畦々生雄堂堂風知堂如香

夷狩る相談練るや雪の智
大雪に族よりの友訪ひ来る

登校の子等に池の面氷りをり

戦地よりの手紙に矩健飛び出しぬ

◇秀逸

水仙の匂ふ害謂に朝日さす

教場のざわめき止みて雪吋るＬ
吹雪夜の戸じまり早く牧まりけり
牡蛎州の雪に灯り廻橋近く
寒凪や銃後の妻の演綿張る
返り花諦けたるまｋに退院す
潮減ちて礎納屋に集る寒雀
寒雀難のまき餌に下り来る
悪者の門叩きて起こす雪夜かな
○

汽車下りて船を待つ間の媛漉かな
流瀬に芥浮き来ぬ冬の川

◇赤暁︑春雨︑入皐

山同埼

奈美子

蝿生
貞雄

ｉＩ

旭東子

意

ストーナの沸き立つ湯気や雲の朝

千葉多意

山梨松

◇趣︑端午︑雑詠︵春季︶

木葉子島葉梨

吹雪する夜の街更けて犬の鐸
．◇雑一詠

釣瓶井の軌みや霊降り来る

禰島

堂

異ふり乗りて市日暮れにけり
塞肥や識を掘り出す蔵菜園
月

梨 玉

王

○夏山︑川狩︑雑詠︵夏季︶六月五ｐ

◇課題例句

62−

．ま肥や潮鳴り高き丘の畠

水

ＪｍＪ
赤暁
春・雨

−

蕊黄ろ溌兵来たり巽遁
スケートに子等の額の汗ばめる
一・炭俵背負ふて戻る暮の這

グランドに離して夜のスキーかな

雪の日の矩健にこもり讃象耽る

踊り来て火鉢の埋火かき起す

東京
栃木
八王子

入畢

券暁の鳥居根にゐし雀かな
春暁やほのと落ち赤ろ草旋風
春暁の叢のおのＬく気配
四阿に群雨傘をたたみ入る
さそひ落つ倫葉のしづくや春の雨
子心負うてぬくき背中や春の雨
入畢の兄に添ふて蹄む廊下かな
入躍免草履袋をふりながら
炭坑の汽車に乗り来て入準す

ロ

竹刀持つ子等の通りいまの入り
冬の川日溜りに小魚集り来る
凧のやみてやうやく鰹つきけり

傘さして出て見る子等に霞ふる

隣りまで餅掲く香の来りけり
§犬つれて銃後の妻山寒詣り

冬凧や葉かくれに咲く白謙

長野
松江
崎玉
千葉

一 一 ヅ

島
賀江

酉一コ

一瞳隙蝿蕊侭

畦生如々山堂知雄

子模哉尊蕊子夫さ子

山

堂

町

山職のく・城

閉

如香堂足々畦風

無禰一洋吾閑多貞

誓刺水地波虚迩ち蛾

函

一佳形知洋 無徐

栃同千八同禰千山

堂 堂山月

甫

知

萱形吾閑
吾

町

滋松同禰
同

画
同

弘

道

俳
壇
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一︒１６８０１二Ｂ■・

４︒即

征されての種々なろ方而の感想談あり︑盛一

三月城の編幌含を附き︑種々協議する所あ一

△二月十八日午後二時より本曾に於て弘道一

子部幹事牛込高等女畢校長臼井政子氏久Ｌ一

で弔意を表す︒

には八十六歳の高齢もて十四日逝去︑謹ん一

△本含久喜支曾長榎本善兵衛氏母堂浦舞氏一

︲二

ぺく弔鮮及香料を贈れり︒一

日告別式には謹んで本愈よりは弔意ル表す一

絞席されざる程の篤志者なりき︒二月十六一

にして︑本官修養講座にも態々上京殆んど一

恥峠趣軒唾蝿睡珪準詫︾︾癖非蝿﹄獅鍔藷一一

一６

参謀本部演習課艇逮藤三郎大佐の北支に出一

一である︒︒

リたり︒

含裡に散曾せり︒一
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一命に於て女子部修養講座開講︑辻村講師の一

鋪１︲１４︐兆一可三一・亜砿於川剛言寓旦呈扉胴仁騨脂誇︑愚或母Ｔ勇断ｎＭグレ．
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Ｊ宮︑Ｉ

−Ｉ
１一

斗小令旨含未知瓶一論語と源氏物諸山岡誰帥の歌と習字の識

修身作興部委員長亘理章三郎氏には一△本愈協賛含員元九大総長松浦奴次郎氏は一

ＩｌＩＩｉ−龍壷釧鵬腿謡峰霊諜僅諏娠騨一卿蝿談義
△本令

△女子部修養講座は従来の辻村講師の講座一

に改め︑新講座を開くこととなれり︒術女一

ば論語と源氏物語なりしも︑今後十八史略一

中央放逢局より朝の修養講座として︑時愛一今回概密顧問官に親任きる︒慶賀︒
々ごヂｏＯ

−岡支含雪卜於ては酬民錆抑総動員の立場から一

後に賜はりれ勅語の謹解韮一月下旬迭放一△二月十一日紀元の佳節に常リ︑埼玉騨豊一

調を希望する︒

誕鋤郵諏鋤獅需筆密極聯嘩哩錘融部睦識唾一秤癖唖鐸諏い華弛率癖

１・ｌｌＩｌ１ｌＩＩｌＩＩｌＩｌＩｌ

勝米綬々出現せんことを望むものである︒一△二月十八日午後六吟より本命低於て二月一
△二月ｒ一日︵第二土暇︶午後二時より本一禽員談話倉を開催含員の意見蛮表後︑講師一

だ小規模のものであるが︑此の鞭の映萱の一慶賀の至りである︒

﹁土﹂の韓重を主張せろテーマである︒未一員西郷従徳侯には何れも金盃一個韮賜はる−

ろ︒都市集中の弊牟打破して︑鯛の基たる一三位に︑叉名器含貝徳川家達公爵︑特別曾一

本含よりは事務員一同文部省にて其れ悲観一苗博士︑協賛曾貝二一宅秀博士には何れも従一

製作せる教化映萱﹁土﹂の試篇に案内され一一個を下賜されしが︑本金伺狩別曾員高田早一

△二月五日中央教化閣磯聯合禽指導の下に一達に貢献されし八氏に叙位︑十九氏に金盃一

依然誰力さるろ事勿論である︒．一 一△畏き遇リでは紀元の佳節に常り憲政の溌一

嘩渉鑑弛のあり︒一

蝋雛鮮綱雛︾蹴瓢織撫雛陳鮮雛 議 蕊 識 雛 蕊 箕 一

曾 本
蕊
報

︲斗文命国砦米却報
○秋田支曹報告
一月十八日︵支命定例命日︶

午後七時より市内菜太棋に於て支含茶話合

か開催せり︑之を以て八十九回を寵れ士り

更に愈貝白川友吉師の好意にて︑支那事愛
剛際オリンピック︑及大石良雄義愉三巻の
り︑新春の気分を一段に明朗赤らしめた︒

映富韮催され︑大日本の躍進振を一堂に詰

夕

それより茶話倉に入り︑各自懇談を交は
し︑和気砺々裡に九時半散称せり︒

○秋田支曹報告

す．今回は秋田螺小作官西田近太郎氏の講

例曾を開く︑長嶺支含長初め含員多数出席

二月十八日市内静識館に支念第九十回の

加藤定蔵︑白川女吉︑東山太三郎︑寺田築

浦川秋田錨山専門撃校教授︑加蕨義悪師︑

話か聴くこととせり︒

此日長嶺支曹長外︑岡忠精翁を初めとし︑

吉︑三浦畑四郎の諸対及び含員多敷出席あ

次で帝剛の重大犀明が褒表され衣ので︑こ

先づ長嶺支曾長閣下の新年の挨拶あり︑

の状況により要領奄異にする故︑一度争議

げ得られざる賓肢にある︒元来農地は自然

命の努力指導を行ふも中々容易に効果を塞

移民卜云ふ様な事もあって︑鴬局は常に懸

はリーダーの勢を多とすることもあり︑或

が起るや︑相互に充分の翻窟ｔあり︑時に

加ふに至つれ事︑更に本曾の趣旨を一層徹
底するの要あることを述ぺられ︑本含の要

は彼等活動の方便として却て民衆を毒す

心人物を要する一事なり︑方今戦局の波に

只解決の鍵は其部落に︑蛮的に誰力する中

ぺきも︑絶封の安定には到底達する恥得す︑

る一面もある︒新法律は表面調停に便なる

公の治世︑並に其の質食なる種々の事蹟韮

１１

●

講述し︑時局柄大に感動走興へられたり︒

それより東山太三郎先生の米津上杉鷹山

つ衣︒

って︑愈々含員の自亜走望まろろものがあ

領を朗諮し︑含祁の直精脚を新にする所あ

れに鑑み︑吾等剛民の責務の益々重且大走

小作問題は︑開墾や低利費金或は又農業

女

Ｗｗノ○

倉
蕊
報
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乗り︑本蝶も日浦技工養成所を設立するこ−

ととなれば之に曲り農家の子弟は恥て飛蹄一

を試みん︑凱旋兵七の農道に親しむ程度如一

何は︑鯛民思想に悪影響を及ぼす事なきや−

しき重大事となり︑深憂雁堪へざるものあ一

若し経済更生の目標を火ふ事あらぱ︑由々｜・

り︑要するに問題は土地と人にあり︑之が一

として個々の向畳精進を促す所以が鮫にあ一

調和ル炊く秋田螺民は︑躍進ｎ本の据常者一

維って愈員萩原易治氏は︑集畑開墾地︑一一

ろと結ばれれ・

−６

北海道の大木の自給自足の覗察談あり︑そ−４

本年は連日荒天猛吹雪であって︑往来に一一

れより茶話倉に移り︑十時散含せり︒一

は全く人の影を見ない程である︒職場も斯一

遥に一同は我皇軍勇士の困苦の上に思走致一

くやあらんと思江ろろ程の荒れ狂ふ榛に︑一

すこと切なるものがあつ菰︒

1

介 紹 書 圃 贈 寄

文郡省寄贈

固鵬の本義全冊

文部省編

閏畿明徴である︒之が本家である文部省が
教育上より流く感じ編輯したのが此本書で
あって︑正に心の故郷讃本である︒

本書は第一章に大日本園媛︑第二章に国
史に於ける閏髄の諏現とし︑古文献によっ
て︑園燈の根本を研討し︑次に此の本来の

韻本である︒日本人衣ろ者整理された自己

よって討議されし術にして要を得たろ剛盤

の歴史の跡走零れたものである︒諸畢者に

ものを吾々の祁先は如何に顕現して率たか

叫びとなつれ事は何人も承知の所である︒

近時園燈明徴の蕊が︑期せずして朝野の
惟ふに我例慨は箕に漉邦無比の鯛盤であっ
て︑其の時勢によって多少の畢説上の論義

のと云ふぺきであらう︒

の築養食として．必ず掻取せればならぬも

皇典講究所編輯

皇道の要義全冊

皇典講究所寄贈

クロース製菊版美本︑文部省壷行

が多岐に亘ろが如き事があつ犬にしても︑

厳として日星の如く光輝し︑閏燈本来その
ものに何等の動きや訂正等々のあるぺき筈
併し一面より老ふる時は︑飛鋸に飛躍を

はない︒

承れて来た我国民は︑前進にこれ忙しくし
て︑自分の故郷を顧みる暇がなかった事よ

畢院大皐長河野丈翠博士の講演走編鯛した

本書は皇典誌究所誹話集の第八輯で︑函

り︑何時しか自分自身走思ひ︑我故郷を省

ものである︒

もので︑﹁祭政一致の精跡﹂と︑﹁敬帥尊皇﹂

が︑我閏の教たる皇迩の要義を説かれれる

の精祁がなくてはならぬ︒本書は河野博士

な益々諏現溌揚すぺく︑其の教へがあり其

一国に閏鐙あれば其所には必す其の醐燈

みるの縮祁に鮭裕が持てなかつ求感があつ
郷を思ふ心があっても︑第二生には其の槻

れ︒之走放任せば︑恰も殖民した親には故
念を既に失ふが如く︑又猪の如く進む韮知
って︑身を養ひ身を恩ふの足固め韮忘れて
行くに等しくなる︒鼓に叫ばれ出して来求

の大義のこった中心に説かれたものであ

に留意してよく其の精紳を究明する所がな

る︒吾々は如何に自己韮褒揚せしむぺきか

くぱ︑身韮害することル逃れまいと思ふ︒

皇道の閑明は今や園民の犀である︒が之は

単なる一流行部ではなく︑永久不愛不死不

すぺきた而ってやまない︒

窮の生命であらればならぬ︒閏民撃って心

皇典講究所は創立以来五十右除年︑一意

とむ期して怠らず今日に至る伐抑に多とし

剛健の締華︑四典の研究と皇弛糖紳の培菱

なければならぬ︒此の講演集の如きも多年

に一国一って行ばれて来たもので︑皇典識究所

の一研究の蒋及版である︒既刊の八輯何れ

もそれ人Ｉの梁者によっての皇道の研究迩

たるを信ずる者である・

表であって︑本書と共に併讃さるぺき好著

今内容目次を揚ぐるに︑一︑図迩進暢の

源流．二︑日本縮刷の高調と幽盤の明徴︑

三︑図鎧の本義と皇道︑四︑皇道の興隆と

祭政一致の精祁︑五︑敬祁尊皇と至誠奉公

あら︑７．

の迦韮以てしてゐろ︒其の片鱗が窺へるで

四六版五十二頁パンフレット東京溢谷若

木町九皇典講究所蛮行

一一（j5
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ない︒程朱の蕊は時代と共に進歩したものだ﹄などと︑古註

註では到底訓めるものではない︒また古註には詳しい解稗も
の駁撃が始まる︒

年の修業で十五の少年でもあり︑経書に就ての答案は浦足に

所が私の入塾した翌年三月︑翠年試験が来た︑私は僅に一ヶ

古註是︑新註大に非

ない︒緯退之の箸︑﹃論語筆解﹄に﹃敵猫箇﹄とある︒﹃論語

出来ぬから︑今年は到底進級は畳東ないと悲槻したが︑窮す

の零を利川するに若くはなしと恩ひ︑試雛の営日︑根本先生

れば通すで︑フト旨い事を考へ付いた︒それは雨先生の畢説

でも︑敵を断の意に川ゐたのが所為に有る︒老泉の朋黛論に
ある︒卯潟赦獄とは獄を断寸ることである︒此の一言以倣之

は孟子の﹃浩然之章﹄を問題として提出されたのを︑私の群

と笑って﹃ウム︑宜しノー﹄と言はれて八十鮎︒今度は豊島

書︵答委のこと︶には︑字義も章旨も解淫も一切書せず︵書

先生の大豊の首章についての試問に︑是亦一切何も書かす︑

といふのも︑一言以之を断歩といふの意である︒三百は朱註

唯︑軍に川紙へ﹃新註是也︒古註大非也ｏ﹄と書竺Ｌ川すと︑

に﹃畢大歎也﹄とあるは宜しく左い︒詩経に牧録されたのは

ない︒全く詩は周の図風三両篇を主としたもので︑後の十一

きにし︑夏︑股を後にするやうなことは鵡儀上あるべき筈が

豊島先生も一ヨノーッと笑ってこれもまた八十難︑百難満鮎

是也︒新註大非也︒﹄とのみ書して出すと︑先生は一ヨノーッ

篇は参考の魚に附したものであるから︑詩三百でよいので︑

かむと欲しても書けぬのだから︶唯︑単に試駒川紙へ﹃古註

決して大数を畢げたといふわけではない︒一鰐詩の故序を削

は手をうって町々大笑し︑﹃刑は街意帥妙で難開を突破した

だから双方とも八十黙で︒まんまと進級したので︑同級生等

三百篇である︒後の十一篇は附鋒である︒共の理由は詩経の

ろとは儒越だ﹄と聞えよがしの大謹で︑朱子の説をとき下す
に︑青筋がヌッと現はれて︑忽ちまち大馨に﹃世の中には古

かったもので︑先生方の誌義にも非常左熱のあったものだ︒

のは面白いＩ︑﹄と言ったが︑共の位新古雨註の手ひは激し

℃︑

と︑此方の教室で大肇の談義をして居られた豊島先生の額

団風は周のもので後の十一篇は夏︑股のものである︒周を先

﹃﹃能使治獄考倣之﹄といふ一句があり︑註に﹃倣者断也﹄と

筆解﹄は後人の偽作かも知れぬが︑然し唐宋の頃の文を讃ん

の講義に詩三百一言以倣し之︑の章で﹃敵ふと訓むのは宜しく

誰義が能く雌える︒隣りの中等科の教室で︑根本先生が論語

ら︑教室と教室とは唐紙一重しか隔って居らぬので︑隣室の

斯文饗の教室は︑大名屋敷の座敷を其の総使用したのだか

つた︒

1

註だ為とのみいふものもあるが︑大翠︑巾庸の如き書は︑古
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■

４用．照︑︲ｆｑ１１Ｆ４︐１１︲１Ｊ

町り１１ｌＩｒ︐ｌｐＩＬＪ心⑤田Ⅱマリゲー凸争Ｔ９ｑ

１１

明治二十年の夏であったが︑先生が祁田淡路町に居られた

死んだかｏ﹄と謹額はせて言はれた︒あの剛慎な先生の口から

かけて永眠してゐた︒先生は﹃オ︑︑瀧川︒死んだか︑たぜ

ても止まらなかった︒女史の枕砿に珠数爪くりながら端然眼

甑はせて側失せられた︒私もホロ／︑︲涙が出て止めやうとし

そして先生の双頬には涙が惇はって居る・先生は責に身を

斯ういふ言葉が出るのは珍らしい︒

一頃︑先生の秘識の女生に瀧川寿子といふがあった︒私と同様
一に斯文畢禽時代から先生に師事してゐたのだが︑麻布歴山ノ
ー橋西禰寺︵一呉一不大谷派︶住職瀧川鳳巌師の一人娘で篤畢勤勉︑

一博覧弘記︑先生に就て漢皐を墨ぶ鱗暇を以て村上専精跡士の

許に通うて沸教を修し︑夜は汽車で横演のフエリス女畢校に

を閉ぢてをられた父君︑おろノー謀で﹃娘の臨維に際して︑

苦しき息の下より︑特に根本︑村上雨先生の是迄の御恩を謝

行って英語を肇ぴ︑漢文も立派に作れば歌も詠んだ︒小さき
木片に﹃過勿仰改﹄と害したものを常に腰に下げてゐたくら

し︑塾生の方為へ宜しく申してとの一とと雪︑﹂ざいます﹄と言

んやである︒﹄とまでに其の死を惜まれた︒

はれた時には︑我々は堪らなく蔵つた︒あとで先生は私に向
って﹃孔夫子は人の死を哀んで架せられたことは多いが︑尖
して働せられたのは︑唯︑敵回と子路の死淀哀しまれた時だ
った︒予も人の死を笑したことは多いが︑瀧川のやうに尖し
て側したことはなかった︒孔夫子が顔回︑子路を尖して働さ
れた心も︑予の瀧川を働尖したと同様であられたらうと恩は
れる︒全く瀧川の篇めに働するにあらずして︑誰の篇に働せ

ゐ蛎行資賎を軍じた偉い女性であった︒先生の周易の誰義を
を全部聴くとと一回乃至二回︑其の都度詳細に筆記し置き︑

一全部総く事三回︑論語を五回︑三職を二回︑其の他の継子類

三先生に添削を諸ふなど︑男性も及ばぬ程の勉弧家であった

漢文は一週二回必らす作って岡本章庵︑重野成索︑村山拙軒
が︑偶壁病を嘘て駿河蓬の杏雲堂病院へ入院した時先生は毎
日必らす見舞に往かれ︑塾に蹄へられてからは憎然として︑
﹃どうか早く癒してやりたいものだ︒鳴呼︑斯人にして斯病
あり﹄と嘆息せられてゐた︒

先生突して働す
毒子は蕊石効無く︑遂に二十二の芳年を以て死去したが︑

たのである︒

村上博士も其の主宰せられた雑誌﹃人道諦話﹄第六十三鏡
を全部瀧川毒子追悼雌とせられて其の死を惜まれた程で︑若
女史をして今日にあらしめば我悶の女子教育に多大の貢献を
せられたであらうと恩ふ︒先生は知人︑門人等の病に臥すも
のあれば毎日のやうに見舞はれて︑心痛の除り姉宅後夕食を
賎せらる人事さへ往年にあった︒先生は厳格でもあり︑剛腹
でもあったが他方にはまた斯うした人一倍血唱あり涙もあっ

】

此の報が根本塾に達すると︑先生は直ちに我等生徒を連れて
病院へ馳付けられた虫女史は剛手を胸の上で合掌し︑珠数を
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観一露瑠一料一
を仰ぎ︑御毒の無窮を所り奉祇の誠意逢捧ぐ︒

○三月六日地久の作節走迎へ未つる︒図民等しく剛母陛下の御高徳

ぐ︒愈員等しく其の旨走慨したい︒

○例により巻頭に徳川倉長の地久の佳節を迎へり奉りての酢を禍
○醗民精祁総動員も愈々長期に亘ろ畳悟を以て露二期の運動に入
る︒本含も此の趣旨に基き︑服部博士の現下の財政と国民生活︑小
尾先生の精抑的醐民生活の論文を以てした︒今日の総動員は質際生
活に生かさればならぬと信ずるからである︒又太田先生の評論︑下
村博士の前回よりの績きとを以て巻頭を飾り得て何よりであった︒
く掲げ︑更に坪呑先生の﹁随筆﹂一篇を頂い椎がや例により味ふ・へ

○祁島支曾幹事木村氏の健康法に開する紹介の一文も参考に供すべ
き好讃物である︒叙上は特別記事である︒

○事局文苑集は今後毎月掲げ得ないかも知れない︒此の事走御承知
で御投描心願ひ士い︒

げることとしれ︒

○歌園兼題は二月銃選者の病気の儲休載となつれので今度二月分掲
○時事解読として﹁建艦通告問題﹂を高橋少狩より頂いれ︒此の様
な記事もなるぺく将来短いものを掲げ士いと恩ふ︒

昭和十三年二月二十六日印刷

東京市祁田腫西祁田二丁目一群地

割田斧二

印刷人告原留吉

紙輯粂
溌行人

昭和十三年三剛一日綾行
一

一

東京市抑田腫西神田二丁Ⅱ一番地

東京市牛込睡下宮比町十二恭地

印刷所敬文紅

振将口座東京四三一七番

髄話九段九番

凌行所荊日本弘道曾

︲

○幽民迩徳講座は本雅は休賊となり︑来月縦より後六ヶ月間綴く溌
定である︒

○頂いてある原稿がまだ多いので申毒なく思ふが︑折を見てと考へ

て居る御諒承悲願ひ衣聡
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○

第三回︵八月十四§

○

○教育
教育は政府を始め一般の教育家が講力致して居るので︑段
麦に進歩して参るに速ひない︑併し拙者は吾図の教育に就き
の教育は善い事は善いが︑兎角形式的で︑形を立派に術へる

ては︑世間の人とは少盈鍵つた愚見を有って居る︑今日吾図
と云ふ事に偏して居る︑雪へぱ畢校を立派にするとか︑叉は

役人斗りでは出来ない︒一般人民の智徳が進まねばならぬ︒

ひが出来るやうになるかどうか疑はしいと恩ふ︒乍併是は除

然る虚唯今の教育法で園民杢隈が外団人と五分堂堂の叩き合

稗大問題で︑諸君に御話しした所が︑諸君の力でどうする事

も出来ないので︑唯是は拙者の愚見を述べた斗りの事である

でも︑下の方の教育でも︑皆此趣意で之を話すのである︒今

が︑拙者は其考で総ての教育の話をするので︑上の方の教育

○○○○○○○Ｏ

日の普通教育は除程大きな改良が必要であると思ふ︑其の一

箇篠を申せば︑今日の四ヶ年で卒業する尋常小畢校と云ふ畢

六歳から減十歳まで教育した人間が︑優勝劣敗の世界に立て

校は︑殆ど︵丸ではありませぬが︶用にたたぬと恩て居る︑浦

やうか立てられまいか︑是は一寸考へても分かる︒けれど

も是は今申した制度の上の事であるから︑諸君の力でどうす

る事も出来底い︒そんな大きな事は止めて︑もう少し小さい

００Ｏ

所に及びますが︑今の考から縄て割出して話すのですから︑

に就て一つ御話ししたいと思ふ︒是も今日は段廷制度が細く

其積で間て御貰ひ申したい︒小さい所と云ふのは授業法の事

形式的の事が走って居る︑夫で諸君の自由にならぬであらう
かと恩ふが︑話をして其内で幾分か賢行が出来れば国家の篇
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全図に趣つ高等畢校を置かねばならぬとか︑幾つの巾畢校を
置くとか︑幾つの小皐校を置くとか︑教員は何千人術へると
か云ふ事に汲堂として居るが︑是等は皆な形式である︑形式
の外に精祁と云ふものがある︑今から後の我函の人間は︑ど
う云ふ人間を造る積りで教育して居るか︑今の教育の仕方で
見込通りの人間が出来るかと云ふ事である︒畢校は何千寓あ
っても出来た人間が十分国の用に立たないときは︑教育は齢
たのではなからうけれども︑精祁の方は後になって居るやう

り必要はないと思ふ︒日本人民を造るに形式家は精耐を忘れ
に恩はれる︒是から後の人民と云ふものは︑昔の様な人間で

に幸と思ふです︒夫で外の畢科は今日ので十分と忠ふ︑是は

I

はいかない︒彼の優勝劣敗の世の中に立たなければならな

尼

誰が見ても宜しいが︑毎度申す通り徳育の授業法に練熟があ

面

い︒殊に御存知の内地雑居になって︑追麦外国人も這入る夫
等に封して画城も失はず︒国力を礁にすると云ふのは︑政府の

届

ノ

生 先 明 迩 本 根
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間一瞬一溜一礎
○三月六日地久の作節走迎へ未つる︒幽民等しく幽母陛下の御高徳
を仰ぎ︑御毒の無窮を斬り奉祇の誠意韮捧ぐ︒

○例により巻頭に徳川曹長の地久の佳節を迎へり奉りての僻を褐
ぐ︒愈員等しく其の旨を磯し誰い︒

○園民精祁総動員も愈々長期Ｅ旦ろ畳悟を以て第二期の運動に入
る︒本含も此の趣旨に基き︑服部博士の現下の財政と図民生活︑小

一

ｌ脂陸式胎院晴吟｜凡一ブ前金ノ

泌狸頁一回一一余拾五同一ぽ

昭和十三年二月二十六日印刷

尾先生の精岬的幽民生活の論丈悲以てした︒今日の縄動員は黄際生
活雁生かさればならぬと信ずるからである︒又太田先生の評論︑下

割田斧二

東京市祁田唾西祁田二丁Ⅱ一番地

昭和十三年三〃一日震行

細輯兼
溌行人

印刷人告原留吉

東京市抑田睡西祁旧二丁側一番地

東京市牛込厘下宮比町十二恭地

印刷所敬文祇

振群口座東京四一二七番

電話九段九番

溌行所寵日本弘道曾

一

村博士の前回よりの績きとを以て巻頭を飾り得て何よりであった︒
く掲げ︑更に坪行先生の﹁随筆﹂一篇を頂いれが︑例により味ふぺ

○祁島支含幹事木村氏の健康法に閥する紹介の一文も参考に供すべ

き好讃物である︒叙上は特別記事である︒

○事局文苑集は今後毎月掲げ得ないかも知れない︒此の事を御承知
で御投稿を願ひ士い︒

げることとし求︒

○歌園粂題は二月銃選者の病気の偽休載となったので今度二月分掲
○時事解読として﹁建艦通告問題﹂韮高橋少狩より頂いれ︒此の様
な記事もなるぺく将来短いものを掲げたいと思ふ︒

○閏民迩徳講座は本雅は休載となり︑来月銃より後六ヶ月間綴く選
定である︒

○頂いてある原稿がまだ多いので申課なく思ふが︑折を見てと考へ
て居る御諒承悲願びたい︒
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○第五︑幸幅主義

是れは俗人が尤も喜ぶ説である︑快楽幸幅と云ふものは如

な身外に求むくきものではない︒又一般の人は高崇なる幸幅

行なふと云ふ事は︑理窟に合はい︒富貴とか利達とかいふ様

したり︑博突を行ったり︑詐侭取財をするのは︑皆な俗間の

矢張り道徳と云はなければならぬ︒今日世の中に賄賂が公行

やう︑富貴を得やうと思って︑夫を目的にやって居る︒夫を

道徳ならば︑唯の俗人と連はない︑無畢文盲な人でも金を溜め

です︒斯う云ふ事を目的としては道徳は行へす︑斯んな事が

酒や色を食て楽しみ︑富貴を得て楽しむのが︑俗間の楽しみ

て宜しいが︑俗間の快楽は大憂達ふ︑彼の金を溜めて楽しみ︑

徳上の快楽です︒斯う云ふ快楽ならば誠に高尚な快楽と云ふ

を曲げて之を枕となす梁亦其内にあり﹂と云ふやうなのが道

説とか面白い説とか云ふものは決して容易に信ぜられぬもの

年の後帝国の害とをるに相達ないと思ふ︒此世の中の新しい

して御居での方は︑除程深く注意をして頂かねばならぬ︒百

る敵に利益を典へるのである︒夫故に諸君の如き教育に従事

糧を蹴らすと云ふと同じ事である︒日本園に敵意を挟で居

に第一の世界主義杯と云ふものは︑資に雛に兵を借し︑盗に

斯う云ふ人が殿堂殖えて来ると︑終には図の衰亡になる︑殊

蕊妙なる心を殿堂悪くして曇もらせ礎敗させて仕舞ひます︒

ずるやうになると人登折角生れて有て居る所の極く高い品位

相睡に地位でも︑教育でも人を導く人で︑若し是等の言を信

を云て聞かせても分らぬ︒幸編快楽は俗間の幸幅快楽である

快楽幸幅を得やうとして居るのである︒快楽幸︑の論とは︑善

です︒道徳は間より人類固有の徳で︑一定して愛らすに来て

何なるものだと云ふ事を定めねば造らぬ︑快楽は大愛種類が

悪邪正が丸で混●渚して仕舞ふ︑さうするときには︑昔からの好

居ります︒祁武天皇以前は空漠として分らぬが︑祁武天皇以

多いっ人間に依て達ふ︑道徳上の快楽と云ふと﹁天を梁み命

吏好商だとか︑今日の投機商杯は皆道徳家と云はねば蔵らぬ︑

来は一定して居ります︒新しい邪説に従ふのは獄しくない︑

日の邪説は右の五あると思ふ︒今日斯う云ふ事を云ふ人は︑

何れも快楽幸祇を求めて居る︑乍併道徳を行なう者は幸禰は

諸君は︑人間の一番最初知識の開けるものを教育するのであ

と恩ふ︒さうすると是は害をすると云はねばならぬ︒先づ今

得られる筈です︒共課は︑道徳者は人を助け人を救ひ柵間の信

を知る故に憂へ歩﹂と云ふやうに叉﹁粗食を食ひ水を飲み肱

用と尊敬とを受くるものですから⁝⁝夫故に道徳を行なへば

す︒

るから︑大切な任である︑何分園家の鳶め御願ひ申しま

幸幅が得られると云へば宜しいが︑幸幅矛自的として道徳を
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役人斗りでは出来ない︒一般人民の智徳が進まねばならぬ︒

ひが川来るやうになるかどうか疑はしいと忠ふ︒乍併是は除

然る虚唯今の教育法で閏民全隈が外剛人と五分交廷の叩き合

稗大問題で︑諸君に御話しした所が︑諸君の力でどうする事

○

も出来ないので︑唯是は拙者の愚見を述べた斗りの事である

○

○教育
教育は政府を始め一般の教育家が課力致して居るので︑段

箇催を申せば︑今日の四ヶ年で卒業する尋常小畢校と云ふ畢

○○○○○００Ｏ

日の普通教育は詮程大きな改良が必要であると思ふ︑其の一

でも︑下の方の教育でも︑皆此趣意で之を話すのである︒今

が︑拙者は其考で紬ての教育の話をするので︑上の方の教育

麦に進歩して参るに速ひない︑併し拙者は吾図の教育に就き
の教育は善い事は善いが︑兎角形式的で︑形を立派に術へる

ては︑世間の人とは少盈塗った愚見を有って居る︑今日吾図
と云ふ事に偏して居る︑警へば畢校を立派にするとか︑叉は

六歳から減十歳まで教育した人間が︑優勝劣敗の世界に立て

校は︑殆ど︵丸ではありませぬが︶用にたたぬと思て居る︑満

やうか立てられまいか︑是は一寸考へても分かる︒けれど

も是は今申した制度の上の事であるから︑諸蒋の力でどうす

る事も出来ない︒そんな大きな事は止めて︑もう少し小さい

００Ｏ

所に及びますが︑今の考から縄て割出して話すのですから︑

に就一Ｌ一つ御話ししたいと思ふ︒是も今日は段々制度が細く

其積で聞て御貰ひ申したい︒小さい所と云ふのは授業法の事

かと恩ふが︑話をし一Ｌ共内で幾分か資行が出来れば固家の篇

形式的の事が走って居る︑夫で諸君の自由にならぬであらう

に幸と恩ふです︒夫で外の畢科は今日ので十分と忠ふ︑是は

誰が見ても宜しいが︑毎度申す通り徳育の授業法に練熟があ
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全図に幾つ高等畢校駐置かねばならぬとか︑幾つの巾畢校を
世くとか︑幾つの小畢校を置くとか︑教員は何千人術へると
か云ふ事に汲交として居るが︑是等は皆な形式である︑形式
の外に精祁と云ふものがある︑今から後の我国の人間は︑ど

う云ふ人間を造る積りで教育して居るか︑今の教育の仕方で
見込通りの人間が出来るかと云ふ事である︒畢校は何千葛あ
っても出来た人間が十分国の用に立たないときは︑教育は詮
たのではなからうけれども︑精祁の方は後になって居るやう

り必要はないと思ふ︒日本人民を造るに形式家は精祁を忘れ
に思はれる︒是から後の人民と云ふものは︑昔の様な人間で

はいかない︒彼の優勝劣敗の世の中に立たなければ獲らな
い︒殊に御存知の内地雑居になって︑追糞外図人も這入る夫
等に封して餌以も失はす︒函力を蹄にすると云ふのは︑政府の

〃

L

話誌育教徳道

︒

ると恩ふ︒併し此遥ではどう云ふ授業法をして御居でか知ら

砲が︑外の畢校を見て想像で申すのである︒小畢の徳育丈
の事を申すと︑夫は徳育とは御承知の通り業を授ける︑業を
受けると云ふ事がなければならぬ︑︵何れの畢科でも左様で

云ふ事はない︑先生が云った丈で生徒がどれ孫受け︑どれ程

ありますが殊に徳育に於てはさうです︶唯今の小畢の徳育修
身の授業の様子を見ると︑授けると云ふ斗りあって受けると

生徒は必らず畳・へて︑さうして書物を殆ど晴調する位１１或

は貢に晴調するものもある︒夫から生徒は自分の力で之を解

する迄先生が考へさせたが︑今日のは解する迄やらない︒教

科書を先生が教へた丈で︑唯徒が婚謡し得るや否やに開らな

いです︒そんな事では徳育はなかｒ︑出来ないと思ふ︒そこ

で此事に就ては︑世間に教育群も津山あって種皇忌見があ

ぬ︒拙者の説は行はれぬかも知れませぬが︑どうか心を平か

る︒何れも善い論であらうが︑併し拙者一人は感服しませ

話しやうと恩ふ︒

にして考へて下さると分かる︒今日行はれなくとも或は行は
○Ｏ
れる時があると思ふ︒其方法を云はねばたらぬ︒今簡略に御

諸君が道徳を自得するのは儒教で十分と忠ふ︒夫から上の

知識の護達は西洋の知識を入れると巾したが︑愚案では今の

修身教科書を見ると大分能く出来て居るが︑主義が届まって

る︑儒教の説もある︑又一方に片寄らない説もある︒又儒教

居らない︒あれでは生徒の頭が間まらない︒西洋風の説もあ

でも諸子百家の論が飢雑に引いてある︒あれでは頭が固まら

○Ｏ

ない︒信が固まらない︒操返して巾す通り︑信と云ふものが

なければいかぬ︒夫には先づ古人の格言で︸︑︶ざいます︒殊に

儒教の聖人賢人の言はれた格言です︒此格言の内に寓枇を貫

いて動かないものがある︒１１共虚堂堂で言葉を嚢して︑後
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頭に染込むかと云ふ事です︒片面の授業の仕方である︒夫が
○○０００
先づ鉄鮎であると思ふ︒夫からもう一つは︑心理の護達であ
る︑心理の護達と云ふ事は︑之を徳育の上に膳用することが
今日は峡けて居るかと恩ふ︒御存知の通り徳育は外の畢科と
違って︑先づ教へると其教へた丈を生徒が呑込むで頭に彫付
けねばならぬ︒教育は畢校に居る間の事ではない︑生涯の教
育であるから︑生涯頭に彫込まねばならぬ︑所が先生が話を
した斗りで︑生徒は唯夫を聞いた斗りである︒生徒の資質に
依ては能く頭に染み込ませるものもあるけれども︑先づ多く
は二年︑三年︑四年︑五年になると大低忘れて仕舞う︒忘れる

と云ふのは生徒が業と受けると云ふ事がない故であって︑心
理の護達を利用すると云ふ事が峡けて居ると川心ふ︒受けると

云へば先づ是蓑での昔の徳育でございます︑霊園の畢間は徳
育斗りでありました︶昔の教育は書物に依て先生が教へれば

の

話講育教徳造

世に鴬らない事もあるが其営らないのは除いて︑千菖年を雑
ても確乎として︑動かない格言を深く信じて︑恰も耶蕪の宗
旨の者がスイ．フル﹂を信ずるやうに信ずる事が必要である

先生が直してやります︒其質問をしなければ生徒が腹へ這入

問する︒さうして生徒に答へさせて︑其答が間迷って居れば

云ふ時にはどうか︑一歩進めて活用的に生徒の年齢に依て質

らぬか分らない︒共耐誠した内に就いて是はどうする︑斯う

が︑此質問と云ふ事をしたければ生徒の頭に這入ったか這入

と︑共後は先生が問を出す︒今でも問を出して居るやうです

前に暗諦させた桁一一百より外には出てない︒格一言を記憶し抜く

引いてあうやうであるが︑西洋のでも支那でも引くが宜しい︑

ば本営に心に感じない︒併し今日は賞例と云ふと日本の斗り

世の中の宵例を色凌引く事も結織左事である︒賞例でなけれ

うに俗語でも何でもよいから十分に解るやうにして︑今日の

えた所で︑先生が講鐸をして聞かせる︒さうして能く解るや

で︵噌諦をすると云ふのは生徒が受ける方です︶文章丈を墨

を撰んで残らず暗諦させるのです︒夫から其陪諦が出来た所

六冊も要らない︒紙数にして漸く十枚で津山と恩ふ︒夫丈の者

多くは要らない︒僅かでよい︑今日の教科書のやうに五柵も

るから信せられる︒さう云ふ格一言を撰ぶです︒そんなに是は

何故信ずるかと云へぱ︑其格一言はいつの時世にもぴたりと営

話講育激穂遁

りませぬ︒段を力が附くと六ケしい問題を皿︿へて︑さうして

手段もあるが︑夫をやったらょからうと拙者は年来恩て鵬

考へる事もさせねばならぬ︒此授業法を賞際にやるには色堂

昔の儒教は初めは素讃をさ牡て︑年を取て来ると︑輪講杯

る︒

をさぜ︑質問討論をさせて顕へ入れます︒昔の徳育が人の品

ふ︒今のはさう年を取る迄畢校に居らぬから︑先生が開護し

行を善くしたのが︑果して事資ならば昔の法はょからうと恩

質問しなければ開雅は州来ませぬから︑己にやって御居で鷺

てやる︑ｌ今の憾開鍵と奇篭すが︑注入で効が鷹︒

来底いととは仕方がないが︑其御考さへあれば出来る時節が

あらうが出来る丈やって下さい︒併し規則に束縛せられて出

い︒今の紙数十枚程集めた格言の内には︑除程道理の深い事

ありませう︒・頑問ではあらうが︑拙者は堅く信じて疑はな

いです︒開はホに晴諏させるのです︒人間と云ふものは御存

があって︑小畢生徒には未だ解らぬ事がありませうが開はな

知の通り記憶力と云ふ者が一番早く開ける︒小供が生れて一

年経つか経たぬに母の顔を畳へますＪ是は記憶力です︒小事

生徒の年になれば記憶力は溌達して居る︒小供はぢきに晴調

するものです︒夫を利川して暗諦させる︒其道理を理解する

力はなかなか護達が晩い︑十茎ハの顕でなければ本常に護達
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a

せぬけれども︑夫まで待つ事は出来ぬから︑其前に先生が誰
羅をして聞かせる︒併し記憶力と理解力と同一に護達するも
のではない︒然るに今の小畢校にてする様に最初より理解さ
せ様とすれば伽遡です︒是は天川に背いて居る︒丁度吾輩の
如く年芹一取ると記憶力が失せて仕舞ふ︑其人に記憶させると

同じ事で︑理解力の溌達せぬ小供に︑理解させやうと云ふ事
は無理ですから︑是は宜しくない︒然らば先づ子供の内は記
憶力を護達させて︑格言を記憶させると︑十五六になって自
然に解る︒又︷ハヶしいととになると一千を越さなければ解ら

併し教員の力で十分のものならば七八分は教育で出来るで

ある︒枇人が厚く待遇せねばならぬ︒所が此責任の重きに比

す︒諸荊は共任な御持であるからして資に除程大切な地位で

員に封して気の毒に思って同情を表して居る︒吾輩も夫であ

︲すれば世間の待遇が甚だ重く覆い︒夫故に教育家は︑小畢教

る︒夫に就て麺登議論が起こる︒任が重くして俸給が沌い︑

待遇が軽いと云ふからして起るのである︑所が欧米各図の如

き教育も盛であり叉図も富で居る所でも︑小畢教員の俸給は

外の人から見ると大暦薄い︒是は蓋し小畢敦員と云ふ者は︑

大暦数が多いからして多く給料は典へ切れないと見へる︒尤

も欧羅巴は日本より見れば給料は多いですが︑外の割合から

見れば悪い︒併し乍ら是は外から云ふ言葉で︑諸荊は妓早や

苅給な事も知て職に就て御居で野あるからして不平はないと

て色堂論議する︒夫は悪意で云ふのではないが︑さう云ふ論

云ふ事は︑拙者は信じて居る︒世間で小皐教員の待遇法に就

日の経済ではどうしても多く給料を川す事が出来ない︒教員

は除り云ふべき論ではないと恩ふ︒其理由は︑詰り我図の今

の内には自ら道を信歩る御人も多し︑又﹁天下の人材を得て

之を教育するは一の楽左り︲一と孟子も云ひました通り︑人を

教育すると云ふ事を染みと恩へぱ︑此位梁みな事はない︒夫

を知ての御方は夫にて宜しいが︑叉夫を知らない人もあら

− 8 0

ぬが︑格言を暗記して居る小供が︑年取て枇の中のことを按
余ると自然に解って来る湿小供の内に了解せられぬやうな事
柄は︑小供の内には役に立たぬが教へて世かぬと生涯の川に
い事があらうと恩ひます︒

立たぬ︒夫丈を諸君に御話したい︒夫からは諸君の御考で善
○○

夫から諸君の如き小畢教員の身分の事に就て御話したいと

と云ふものは天性で︑教員がどうする事も川来ぬけれども︑

ると裳へるとは︑是からの人間の智徳の度にある︒智徳の度

間を造るので賞に大任である︒是から将来の日本画が嫌にな

小畢教員の任の亜いと云ふととは誰でも知て居る︒第二の人

かも知れない︑併し老人の事だから恕して御貰ひ申したい︒

恩ふ︒是は諸君の身分の事に及ぶからして︑或は失耀になる

話講育教徳道

う︑夫を知らない人に向って︑教員の給料を多くせよと騒ぐ
と︑道を知らない人が夫を聞いて不平を起す人がないとも云
へない︒責は教員ももう少し十分な事をして上げたいけれど

も︑今日の経済では出来底い話ですｃ出来ない話をして︑唯

のでないから︑教育家は教育界の名誉を得るやうに十分やつ

ける事がある︒教育世界は総て俗世界の事に目を懸くべきも

多くの人に信用尊敬を得る日には︑人爵以外に善い待遇を受

云ふのは人爵です︑︺人爵は決して要らない︒自分に畢問して

人爵と云ふ事は御存知でありませう︑今日勅任官奏任官杯と

けれども︑最も今日の虚では制度上仕方がない︒諸君も天爵

さらねばならぬ︒夫から待遇雪︑︶ざいますｏ待遇も軽いです︑

ぬが︑決して十分なる満足を得られぬと思ひ︑是に安んじて下
︑ＯＯ

御莱毒だけれども︑先づ今日より増す事があるかも知りませ

スタロッチ﹂を模範とし左ければならぬと恩ふ︒俸給の事は

来の偉人雪︑︶ざいます︒教育の仕方のみならず︑心迄も﹁・ヘ

人の及ぶ所でない︒夫があ人云ふ事で一生を経った︒責に近

です︒此人は大層な畢者でもなかったが︑教育に就きては衆

は御存知雪︑︶ざいませう︒生涯貧乏して小畢教員に止まった

此論は馬になる様でならない︒彼の︑﹁・ヘスタロッチ﹂の事

不平心が起ったからと云ふてどうする事も出来ないからして

教員の不平心を起す丈に止まる論だから止めるが宜しい︒又

話講育教徳道

○○○

○中勝和
○○
是は古人の多くの説から要を抜いたのである︑道徳は中勝

民善くする鮮き事久し﹂杯と孔子が申しました︑﹁中は天下

是は儒激では最も貴びます︑中席に﹁中席は夫れ至るかな

︵イ︶中︲

Ｏ

和に肺すると恩ふ︒夫を是かぢ御話致します︒

Ｏ

るに生涯益になる事と思ふ︒其の三字訣は

した︑三字丈を守て御貰ひ申したい︒事に臨んだり世に虚す

受えて置いて下さい︑夫は拙者が道徳の三字訣と名を附けま

０○○○０Ｏ

夫から是は生涯諸君の御心得とならうかと思ふから．一雁−

賃ひ申したいと忠ふ︒是は諸君に封し−１−の希望である︒８

又人に先生と云はれるは人間の名響です︒勝来善い人間を造
ると云ふ事を目的とし希望として︑安んじて其職に勉めて御一

出来れば︑此上も底い功業である︒此上もない楽みである︒

職に就いて御貰ひ巾したい︒諸君の力で節二の人間が立派に

どうぞ安心して世間の論に動かされないやうに︑安んじて共

がよいと恩ふ︒小翠教員丈で十分の名響名望か得られるですｐ

勉強して御貰ひ申さねばならない︒外の望は多く起さない方

から授けられた地位であるから︑夫に安んじて其職業を益堂

所に心を藩付けなければならない︒諸諮が今の地位は即ち天

て御貰ひ申したい︒今日授けられた所の天命に安んじて︑共

一

話 講 育 教 徳 道

の達這とも申しました︑中程世に貴いものはないと云ふ事は

雨極端である︑其員中に道がある︑夫で雨方の極端を見て

ある︒︵今はないが昔は日本にもありました︶是は衣食住の

Ｏ

儒教の精梓の論です︒所が此中と云ふ事は欧雑巴の畢者で︑

共虞中に往きさへすれば間述はない﹂と﹁アリストートル︲一

は云った︒是は除程善いです︑一寸考へても解かる︑縦令ぱ

﹁アリストートル﹂の言葉が矢張り同様である︑孔孟の言葉
と同じである︒︑﹁世の中で一番善いと云ふ事は中である︲一と

道を歩行いても︑虞中を歩行けと云うてはどこが虞中か解

ふてょからうと恩ふ︒夫から巾と云ふ事を考へて見ると︑ど

はさうはいかない︑なか／Ｉ貢中が歩行できない・兎角片寄て

極端があるのです︒併し道理は此通りであるが︑事資に於て

らぬが︑雨方の端を見ると反中が解かる︑世の中には何でも

云ふ事を﹁アリストートル﹂が申しましたつ東西の雨聖人が
云った事が同一に蹄するのは︑天下の道理が之に蹄したと云

う云ふ鐸で夫程叩と云ふ事が善いか︑今日夫を行なふ事が川

歩行したいものと見える︒欧羅巴で夫の有名な﹁ロールド︑

○

来るか薄守ることが川来るか︑今Ｈ我輩の身分に取てどう云

ベイコン﹂杯は︑﹁人間と云ふ者は謬迷と云ふ事が人間の固

Ｏ

ふ所の中が行なへるか考へねば底らぬ︒儒教で孔子︑孟子の

有の性質であらう﹂と云った︒警へは今のやう左填中な川を

有の天性であらうと迄云った︒愚案でも人間が片寄るのは人

○

一︲中は天下の大本天地の間︑亭盈街を直上直下の正理︑出れ

意を総いだのは稀子朱子です︒程子が中と云ふ字を解樺して

歩行く可き筈であるに︑腰迷して筋の速つた所を歩一行くが側

は道理はよいが︑六ケしいです︒所が此﹁アリストートル﹄と

ば是ならず︑唯敬して失ふなければ講す﹂と云うてある︒是

有るけれども︑夫は昔の事や他幽のは止めて︑我邦の近代の

間間有の病であると恩ひます︒夫に就いて引く可き例が多く

○

云ふ人は︑中と云ふ事に就いて解繰がある﹁巾と云ふ事はす

事を見ると︑兎角人間と云ふ者は片寄って中が歩ゞ行けないで

○○○

べて物には雨端と云ふものがある︑二つの極端がある︑其興

す︒維新以前未だ拙者共が若い畔に世の中に嬢夷論と云ふも

Ｏ

中を行へば中である﹂と云うて其例を出して︑人間の惟質には

○︒Ｏ

のがありました︒是は大鍵片寄って居る︑是が閏中に行はれ

ども︑夫をやる人が老へたのは片寄って居って︑文明の弊斗

た︒夫から文明開化と云ふ論が起った︒文明開化は善いけれ

た︑夫から王政維新の畔に騰沸論が行はれて大に唱へられ

○○○○

極く淵溺で憶病である人と向ふ見ずに弧い粗暴の人と二つあ
る︒共直中を行たのが中道﹂だと云うてある︒叉日常の活計
の上で云ふと︑一方は著修一方は難行苦行と云ふ位ひで︑一

日に飯を一度外喰はないとか︑水の外飲まないとか云ふ人が
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話 講 育 教 徳 遡

りを襲て居るのである︒其弊と云ふのは本図を軽じ他図を重

○○

ら此閣扇は白いと云ふ︑即ち侃僻の論になります︒

目が舷むと側述つた説が起こる︑是は自分の知識の婚い所

︵二︶舷惑

するや否やは考へない︑斯う云ふ事が一時行はれた︒其後叉

に出ると目が舷むと同じ事で︑日本人が維新前に急に駄雑巳

から念に明るいものを見ると︑丁度暗い所から明るい所へ念

んする︑西洋の事物をこっちへ取る事丈を勤めて︑吾邦に適
民椛論が起った︑夫から其民椛諭の甚だしいのは︑大臣を晴

へ行って目が舷むで仕舞って︑夫で州迷った説が起った︒

０．○

０○○

殺したり︑或は園事犯をするとか云ふに至った︒夫から叉︑
０００
○００
︒︒○
官椛論と云ふのが起った︒夫から展儒論が起り女椛諭も起つ

暇がな聡之を信ずると其諭が僻見になる︒

０

いものは経に僻説を立てる︑蜜へば道の反中と云ふ事は知一Ｌ

畢力も識見間あるけれども︑中道を求めやうと云ふ心のな

○○○
︵四︶不注意

自分が貴ぶ川の人の云ふ事は皆底善く恩って外の事を見る

︵三︶尊信

○○

た︒法律論もある︑高事法律でやると云ふ説でした︒是は今
○○０
○○○○
○○○○
日未だ礎である︒夫から人椛改良とか自由結婚とか︑世界博
○○０○
０○○○
愛とか︑畢問上の事で云へぱ暇名の曾とか羅馬字含杯と云
ふ︑夫から叉今日世の中に行はれて居る政黛杯の如きは偏僻
が殊に甚しい︑維新以来三十年計りの間に斯様な偏頗な論が

︵五︶好奇

００

居るが︑・巨中を歩行かふと云ふ気がなければ横を歩行く︒

珍らしき事を好むと云ふ事から起こる︑大勢の考の外に別

○

行はれた︒昔からして﹁邪説園を蹴る﹂と云ふ事を云うた
けれども︑質の邪説と云ふものは格別多くはない︒大低は偏

に新しい考を出して諭人の喝采を得やうと恩て︑故らに僻読

頗な論です︒中を失った論です﹁ルーソー︐一の民約諭杯は矢

張り片寄て居るのである︑昨日申した哲畢上の論杯も︑矢張
Ｏ

り中を失て居る論である︒惜此中を失った説が起こる︑どう

して論をすると諺・共抵抗するは善いけれども︑矢雅りこちら

世間に既に論がある︑其説が偏頗な説であると︑夫に抵抗

︵六︶抵抗

○○

夫を信用するから偏僻の説が起る︒

を立てる︑或は人の立てた僻読の内で珍しいものを好むで︑
Ｏ

云ふ鐸かと云ふと是は原因が六つある︒
○○

︒︵一︶偏知

片一方外知らない人は︑中を失った論を出します︒警へば
物の雨面を見なければいかぬ︒此剛扇でもこちら計りを見る
と謡である︒是は識の開局だと云ふ︒こちらを見れば白いか

一一S:）

の論が曲って来る︒

斯様な事で此世の中に偏頗な論が多くあるです︒除粍注意
をせぬと︑盛に行はれて居る論で不都合な論がある︒夫が邪
説になるのである︒そこで道徳の尤も重い簡篠を勘定すれば
忠孝とか認仁愛とか︑澱誕とか︑信義とかは︑是は賞に天下
の美徳である︒乍併巾席を失ふと︑忠孝︑仁愛︑澱譲︑信義

が︑彼の仙夷叔野は始め孤竹と云ふ所の譜の子でありまし

負けて仕舞った担是が仁愛の間逮です︒耀譲も善い事である

た︒所が兄弟団を譲った︒親は弟を立てやうと思った︒弟は

先きに立つ鐸がないから兄を立てやうとしたｏ所が兄は父の

命だから弟堂立てやうと云って出奔して仕舞った︒弟も兄が

川非したから叉出奔して仕舞った︑所が幸に直中に子があっ

︑︑

て夫れが立ったと云ふ事ですが︑是は鵬誕の誤りです︒夫か

し話の種類が悪るいけれども︑尾生が橋の下に婦人と出遭う

︲ら信雄上云ふ事は︑是は尾生と云ふ人の話がある︑︵是は少

と云ふ事である︒密の桓公がどこかへ行って腹が減ったと云

約束をして︑橘の下に待ったが︑婦人が来ない︑其内に水が

でも深張り役に立たない︒警へば誰でも知て居る事であるが
︑︑
脊の桓公の家来に易牙と云ふ人があって︑大層忠義であった
ったから︑易牙は脚分の子を殺して煮て喰はしたと云ふ事が

て︑自分のものを喰はせるや夫を郭巨は自分が貧乏して居る

が︑中を失ってはいかぬ︑其他の事は尚更中を失ってはいか

右の通り忠孝︑仁愛︑鵡譲︑信義と云ふ事は善い事である

Ｏ

です︒

いて死んで仕舞ったと云ふ事です︒信を守て︑中を失った事

出て来た︑水が川ても尾生は約束だからと信を守て柱に抱付

の忠義は中席を失ったのである︒夫から一下川孝の郭互は自

︑︑

ある︒是は忠義と云へば忠義ですが︑是は間速て居る︒是等
分の子供と母親とあって︑母親が其孫に富る子供を可愛がっ
から︑母親の喰物が足らぬに︑夫を孫に喰はせては︑尚更母

言︶勝

Ｏ

ぬ︑生涯中を失はいやうに願ひたいと恩ふ︒

I

の喰物が足らぬから︑子供を穴に填めて殺さうと思ったとか

○

唯中で善いと云ふと︑畢問でも︑道徳でも︑智恵でも︑中

本陣に出て居る︒是杯は若し子を殺したら可愛がって居った
母がどの位悲しむか知れぬ︒是が孝行の中席を失ったもので
︑む

す︒夫から宋の褒公が敵と軍をする時に︑敵の雌の未だ整は

とも読む︑儒教で勝と云ふ字を説いたものは兄へ弧けれど

を心得ねばならぬっ勝と云ふ字は︵すぐれる︶とも︵まさる︶

道で善いと云ふ誤が出来る︒そこで勝と云ふ︵すぐれる︶事
︑︑

ざる内に撃ったらょからうと公子同夷が云った庭が︑宋の変
公健一１人を厄に薪めず﹄と云うてやらなかった︒夫で軍に
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も︑多くの言葉の内に勝と云ふ意味を以て居る︒勝の字は何
時も貴く︑劣は卑しい︑勝つ者は蝶で︑劣るものは衰へる︑

太陽は勝で︑炭火が劣・電燈が勝で︑油火が劣︒人間の智徳
は勝︑禽獣の智徳は劣︒叉同じ人類の内でも優劣の別があり

○

ｏ○○○○
○○○ＯＯ
ます︒人類の勝劣には︵一︶身鵠の勝劣︵二︶智恵の勝劣︵三︶徳
○○○○○
０○○
の勝劣︵四︶運命の勝劣︑此の四がある︒
○○○○Ｏ
︵一︶身慨の勝劣

同じ事で︑不養生をすれば早く死砲︒養生をすれば長く活き

二十貫目持てる力が一千二三貫目持てるやうになる︒第一の

身罷の勝劣は先づ先天でございますが︑併し十分の内三四分

位は人間の力で回復出来ます︒

○○○○Ｏ
︵二︶智恵の勝劣

智恵の勝劣は大層な達である︒是程遠ふものはない︒醤へ

て︑天下後世を益する智恵のある人があるかと思ふと︑自分

ぱ汽車を送ったり︑繊道を造ったり︑其他器械を造ったりし

一人が喰て行けなくて︑他人の救助を受けなければ活きて居

る事が出来ない智恵に乏しき人がある︒天下後世を利益する

人と︑人の世話にならねば活きて居れぬ人との違いは量りや

人力で補なう事が易いです︒五尺の身長を六尺にする事は出

うがない︒併し乍ら智の勝劣は︑身緩の勝劣に比しますれば

云ふと︑どうも畢問より外に仕方がない︒畢問が策一︑其次

来ぬが︑智恵の方は人力で補へる︒即ち何で智恵を増すかと

に経駿である︑経鹸は畢問した事を賞地に練磨するのであ

る︒此二つで智恵が増すのである︒生れ付き智恵の無い者は
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人には脊の高い人もあり︑低い人もある︒身鰐の丈夫な者
もあり︑病身な者もあり︑力の扱い人︑弱い人︑形の小さい

人︑大きい人もある︑力の弱い人は弧い人を羨み︑多病な人
は無病の人を羨むけれども︑是はどうしても小さい人は大き
くなる事は出来ない︒身縄は多くは先天的のものである︒生
れた後に自分の力でやったのでないから︑自分の力で直す窪
にいかぬ︒先天的の事は仕方がない︑身鵠の健康だとか病身
だとか云ふのは︑是も先天ではあるけれども︑是は擬生の仕
方で少しは善くなるです︒昔の人は之を蟹へて炭火を次の中

める事が出来ない︒

性来智恵の勝れる智者とは一緒にならぬけれども︑・併し畢問
経輪で智恵が大に増しますワ響へぱ中等の智恵のある人は︑
上等に行ける︒下等の人は中等迄いける︑汽車︑汽船︑電透
杯を霊明した人も畢問維雛であれが川来た︑懐手して居って
出来たものではない︒智恵を増す近道は畢問経聡より外に求

て置けば長く保つが風吹に置けば早くなくなる︒人間も夫と
ると申しました︑此道理で養生をすれば先天を補ふ事が出来

に填めて置くのと︑風吹きに置くのと大愛達ふ︒次の中に填め

産す︒夫から力量の弧弱は︑是も先天であるが︑少しは増辻ろ

〆

話講育教徳遁

誤韓瞬噌鋤稲嬉篭逢料Ⅷ拾五銭
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